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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ランダム性を有する特徴が分布している個体表面に設定した第１の領域を含む前記第１
の領域よりも大きい第２の領域が非画像部分として設けられると共に、前記第１の領域か
ら読み取られた第１の領域を示す特徴に基づいて前記個体を特定可能とする個体情報画像
が形成されたタグが添付される物品を管理する物品管理システムであって、
　前記第２の領域の前記個体表面の特徴及び、前記個体情報画像を読み取る読取手段と、
　前記読取手段によって読み取った前記第２の領域の特徴と、前記個体情報画像に基づい
た個体情報を対比可能な情報に変換する情報変換手段と、
　前記情報変換手段によって変換された情報から前記個体情報によって特定される前記第
１の領域と、前記第２の領域から抽出した前記第１の領域と同一サイズの第３の領域との
相関値を演算することを、前記第３の領域の抽出位置を前記第２の領域内で移動させなが
ら繰り返す演算手段と、
　演算された複数の相関値の最大値が第１の所定値以上で、かつ、前記相関値の最大値か
ら相関値の平均値を減じた値を相関値の標準偏差で除すことで得られる相関値の最大値の
ノーマライズド・スコアが第２の所定値以上か否かに基づいて、前記第１の領域が前記第
２の領域に含まれるか否かを照合し、照合結果に基づいて前記タグの真偽を判定する判定
手段と、
　を含み、前記判定手段の判定結果に基づいて前記物品の真偽を判定可能とすることを特
徴とする物品管理システム。
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【請求項２】
　前記個体情報を暗号化して前記個体情報画像が前記個体に形成されているときに、前記
変換手段が前記暗号化に対する復号化手段を含むことを特徴とする請求項１に記載の物品
管理システム。
【請求項３】
　前記個体に前記タグを特定可能とするタグ情報に基づいたタグ情報画像が形成され、前
記タグ情報と共に前記個体情報を登録して保持する登録保持手段を含むときに、
　前記読取手段が前記タグ情報画像を読み取ると共に、
　前記照合手段が前記読取手段によって読み取った前記タグ情報画像に示されるタグ情報
に基づいて、前記タグが前記保持手段に登録されているか否かから前記物品の真偽を判定
することを特徴とする請求項１又は請求項２に記載の物品管理システム。
【請求項４】
　前記照合手段が、前記登録保持手段に登録されている前記個体情報と、前記第２の領域
の特徴を照合することを特徴とする請求項３に記載の物品管理システム。
【請求項５】
　ランダム性を有する特徴が分布している個体表面に設定した第１の領域を含む前記第１
の領域よりも大きい第２の領域が非画像部分として設けられると共に、前記第１の領域か
ら読み取られた第１の領域を示す特徴に基づいて前記個体を特定可能とする個体情報画像
が形成されたタグの真偽を判定する真偽判定装置であって、
　前記第２の領域の前記個体表面の特徴及び、前記個体情報画像を読み取る読取手段を制
御する読取制御手段と、
　前記読取手段によって読み取った前記第２の領域の特徴と、前記個体情報画像に基づい
た個体情報を対比可能な情報に変換する情報変換手段と、
　前記情報変換手段によって変換された情報から前記個体情報によって特定される前記第
１の領域と、前記第２の領域から抽出した前記第１の領域と同一サイズの第３の領域との
相関値を演算することを、前記第３の領域の抽出位置を前記第２の領域内で移動させなが
ら繰り返す演算手段と、
　演算された複数の相関値の最大値が第１の所定値以上で、かつ、前記相関値の最大値か
ら相関値の平均値を減じた値を相関値の標準偏差で除すことで得られる相関値の最大値の
ノーマライズド・スコアが第２の所定値以上か否かに基づいて、前記第１の領域が前記第
２の領域に含まれるか否かを照合し、照合結果に基づいて前記タグの真偽を判定する判定
手段と、
　を含む真偽判定装置。
【請求項６】
　物品に添付するタグの作成に用いる個体表面に沿って分布したランダム性を有する特徴
を該個体表面の第１の領域に渡って読み取る第１の領域読取手段と、前記第１の領域読取
手段によって読み取った前記第１の領域を示す画像情報を前記個体特有の情報である個体
情報として変換する読取情報変換手段と、前記個体表面の前記第１の領域を含む前記第１
の領域よりも大きい所定範囲に設定した第２の領域を非画像領域として、前記読取情報変
換手段によって変換された前記個体情報を示す個体情報画像を該個体表面に形成する画像
形成手段と、を含むことを特徴とするタグ作成装置と、
　前記タグ作成装置により作成されたタグと、
　前記タグの真偽を判定する請求項５に記載の真偽判定装置と、
　を含むタグ管理システム。
【請求項７】
　ランダム性を有する特徴が分布している個体表面に設定した第１の領域を含む前記第１
の領域よりも大きい第２の領域が非画像部分として設けられると共に、前記第１の領域か
ら読み取られた第１の領域を示す特徴に基づいて前記個体を特定可能とする個体情報画像
が形成されたタグの真偽を判定する真偽判定装置として用いられるコンピュータを、
　前記第２の領域の前記個体表面の特徴及び、前記個体情報画像を読み取る読取手段を制
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御する読取制御手段、
　前記読取手段によって読み取った前記第２の領域の特徴と、前記個体情報画像に基づい
た個体情報を対比可能な情報に変換する情報変換手段、
　前記情報変換手段によって変換された情報から前記個体情報によって特定される前記第
１の領域と、前記第２の領域から抽出した前記第１の領域と同一サイズの第３の領域との
相関値を演算することを、前記第３の領域の抽出位置を前記第２の領域内で移動させなが
ら繰り返す演算手段、
　演算された複数の相関値の最大値が第１の所定値以上で、かつ、前記相関値の最大値か
ら相関値の平均値を減じた値を相関値の標準偏差で除すことで得られる相関値の最大値の
ノーマライズド・スコアが第２の所定値以上か否かに基づいて、前記第１の領域が前記第
２の領域に含まれるか否かを照合し、照合結果に基づいて前記タグの真偽を判定する判定
手段、
　として機能させるためのプログラム。
 

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、各種の物品に添付されるタグに係り、詳細には、タグの作成方法、タグの作
成装置、タグ及びタグが添付される物品管理システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、複写機やプリンタの性能向上、パーソナルコンピュータなどの処理性能の向上に
伴って、紙幣や有価証券のみならず、旅券、各種の権利証書、各種の照明書等の各種の文
書が複製される可能性が高まっており、各種の文書の真偽を高精度で判定可能とする技術
の確立が望まれている。
【０００３】
　また、従来から、所謂ブランド品などを含む工業製品においては、模造品が製造されて
流通されることがあり、このような模造品においては、複写機やプリンタ等を用いて、タ
グの複製が行われる。さらに、農産物においては、生産地などの虚偽表示を目的としてタ
グが偽造される事例も増加している。
【０００４】
　ここから、商品のデータを表すホログラムをコンピュータにより作成して、この商品を
識別可能とするマークの周辺に、作成したホログラムを埋め込むことにより商品の真贋を
判定可能とすることにより、該当商品の偽造や模造を防止する提案がなされている（例え
ば、特許文献１参照。）。
【０００５】
　また、商品のブランドマーク本体に、電磁誘導作用によって記憶情報の読み取りが可能
なメモリを備えた識別素子を設け、該メモリにマーク本体が有する独自情報を記憶するこ
とにより、商品照合を可能とすることにより偽造防止を図る商品照合システムの提案がな
されている（例えば、特許文献２参照。）。
【０００６】
　一方、各種の商品は、製造時にその商品に関する情報を記録しているラベルやタグが添
付されており、ここから、例えば、ラベルを形成する粘着紙の糊面に機能性インキにて印
刷処理を施すことにより、所定の器具を用いたときや環境下で、ラベルの真贋の確認が可
能となるようにした提案がなされている（例えば、特許文献３参照。）。
【０００７】
　また、改ざん不能な仕入れ帳票及び出荷帳票として、情報の消去及び書込みが可能なリ
ライタブルラベルを用い、リライタブルラベルにシリアル番号を消去できないで形成する
と共に、仕入れ帳票には仕入れ元の商品情報とシリアル番号を改ざん不能に書込み、出荷
帳票には仕入れ帳票の内容の一部と新たな商品情報及びシリアル番号を改ざん不能に書き
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込むことにより、虚偽表示を防止する提案がなされている（例えば、特許文献４参照。）
。
【０００８】
　しかし、これらの提案では、ホログラムの作成や特殊印刷を行う必要があり、また、Ｉ
Ｃタグやリライタブルラベルなどの比較的コストのかかる部品を必要としてしまう。また
、コストや特殊な作業が必要であるにも拘わらず、必ずしも的確な模造防止や虚偽表示等
が可能といえるものではない。
【０００９】
　すなわち、商品に添付するラベルやタグなどは、紙材を用いることにより最も低コスト
となるが、これに比べて、何れの提案においても、コストアップが生じてしまう。
【００１０】
　紙を用いるときに、紙を形成する繊維質材料の絡み具合のランダム性に起因して紙の透
明度がランダムに変化していることを利用し、タグの所定エリアを多数個の四角形領域に
区切り、このうちランダムに選択した６個の四角形領域の透明度を検出し、検出した透明
度を、ここの四角形領域のアドレスと共に情報として記憶しておき、真偽判定時には、記
録情報によって特定される個々の四角形の領域を検出し、検出結果を記録情報が表す透明
度と比較することにより真偽判定を行う提案がなされている（例えば、特許文献５参照。
）。
【特許文献１】特開２００１－１００６２３号公報
【特許文献２】特開２００２－１１７１６５号公報
【特許文献３】特開２００２－１０３７８２号公報
【特許文献４】特開２００４－９４５１０号公報
【特許文献５】特公平６－１６３１２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　しかしながら、特許文献５の提案では、別に記録している情報を用いて真偽判定を行わ
なければならず、任意のタイミングで簡単な作業で真偽判定を行い得るものではないとい
う問題がある。すなわち、真偽判定は、特定のデータが存在するか該データを読み出し可
能な場所でないと真偽判定を行うことができないという問題がある。
【００１２】
　本発明は上記事実に鑑みてなされたものであり、各種の商品等の物品に添付するタグを
用いて任意のタイミングで該当物品の真偽判定を可能とするタグの作成方法、タグ作成装
置、タグ及びタグを用いた部品管理システムを提案することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　本発明は、工業製品、農業製品、文書、証書などの各種の物品に対して、物品ごと、物
品を単品ずつ包装した包装体、複数の物品をまとめて梱包した梱包体ごと（以下、総称し
て物品とする）に添付するタグを用い、添付されているタグの真偽判定を行うことにより
、タグによって示される本来の物品であるか否かの判定を行う。すなわち、タグが本来の
情報を含むものであるか否かから物品、包装品、梱包品に合わせて作成したものであるか
否かから、タグが添付されている物品が所謂真物であるか所謂偽物、模造品などであるか
を判定可能とする。
【００１４】
　このとき、本願発明では、タグを形成する紙などの個体が有しているランダム性を持つ
特徴を個体から読み取って個体上に個体情報として記録する。タグの真偽判定を行うとき
には、タグに記録している個体情報が、タグを形成している個体に含まれているかから判
断することにより、予め個体ごとに記録している固体情報を用いることなく、タグの的確
な真偽判定が可能となるようにしている。
【００１６】
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　また、本発明のタグは、表面に沿ってランダム性を有する特徴が分布している個体によ
って形成されて物品に添付されるタグであって、前記個体表面に設定した第１の領域を含
む前記第１の領域よりも大きい第２の領域が非画像部分として設けられると共に、前記第
１の領域から読み取られた第１の領域を示す特徴に基づいて前記個体を特定可能とする個
体情報画像が形成されていることを形成されていることを特徴とする。
 
【００２６】
　このような本発明に適用されるタグ作成装置は、物品に添付するタグの作成に用いる個
体表面に沿って分布したランダム性を有する特徴を該個体表面の第１の領域に渡って読み
取る第１の領域読取手段と、前記第１の領域読取手段によって読み取った前記第１の領域
を示す画像情報を前記個体特有の情報である個体情報として変換する読取情報変換手段と
、前記個体表面の前記第１の領域を含む前記第１の領域よりも大きい所定範囲に設定した
第２の領域を非画像領域として、前記読取情報変換手段によって変換された前記個体情報
を示す個体情報画像を該個体表面に形成する画像形成手段と、を含むものであれば良い。
 
【００２９】
　このような本発明が適用されるタグを用いた物品管理システムは、ランダム性を有する
特徴が分布している個体表面に設定した第１の領域を含む前記第１の領域よりも大きい第
２の領域が非画像部分として設けられると共に、前記第１の領域から読み取られた第１の
領域を示す特徴に基づいて前記個体を特定可能とする個体情報画像が形成されたタグが添
付される物品を管理する物品管理システムであって、前記第２の領域の前記個体表面の特
徴及び、前記個体情報画像を読み取る読取手段と、前記読取手段によって読み取った前記
第２の領域の特徴と、前記個体情報画像に基づいた個体情報を対比可能な情報に変換する
情報変換手段と、前記情報変換手段によって変換された情報から前記個体情報によって特
定される前記第１の領域と、前記第２の領域から抽出した前記第１の領域と同一サイズの
第３の領域との相関値を演算することを、前記第３の領域の抽出位置を前記第２の領域内
で移動させながら繰り返す演算手段と、演算された複数の相関値の最大値が第１の所定値
以上で、かつ、前記相関値の最大値から相関値の平均値を減じた値を相関値の標準偏差で
除すことで得られる相関値の最大値のノーマライズド・スコアが第２の所定値以上か否か
に基づいて、前記第１の領域が前記第２の領域に含まれるか否かを照合し、照合結果に基
づいて前記タグの真偽を判定する判定手段と、を含み、前記判定手段の判定結果に基づい
て前記物品の真偽を判定可能とする。
 
【００３０】
　また、この物品管理システムにおいては、前記個体情報を暗号化して前記個体情報画像
が前記個体に形成されているときに、前記変換手段が前記暗号化に対する復号化手段を含
むことができる。
【００３１】
　さらに、物品管理システムは、前記個体に前記タグを特定可能とするタグ情報に基づい
たタグ情報画像が形成され、前記タグ情報と共に前記個体情報を登録して保持する登録保
持手段を含むときに、前記読取手段が前記タグ情報画像を読み取ると共に、前記照合手段
が前記読取手段によって読み取った前記タグ情報画像に示されるタグ情報に基づいて、前
記タグが前記保持手段に登録されているか否かから前記物品の真偽を判定するものであれ
ばよく、前記照合手段が、前記登録保持手段に登録されている前記個体情報と、前記第２
の領域の特徴を照合することができる。このような本発明に適用される真偽判定装置は、
ランダム性を有する特徴が分布している個体表面に設定した第１の領域を含む前記第１の
領域よりも大きい第２の領域が非画像部分として設けられると共に、前記第１の領域から
読み取られた第１の領域を示す特徴に基づいて前記個体を特定可能とする個体情報画像が
形成されたタグの真偽を判定する真偽判定装置であって、前記第２の領域の前記個体表面
の特徴及び、前記個体情報画像を読み取る読取手段を制御する読取制御手段と、前記読取
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手段によって読み取った前記第２の領域の特徴と、前記個体情報画像に基づいた個体情報
を対比可能な情報に変換する情報変換手段と、前記情報変換手段によって変換された情報
から前記個体情報によって特定される前記第１の領域と、前記第２の領域から抽出した前
記第１の領域と同一サイズの第３の領域との相関値を演算することを、前記第３の領域の
抽出位置を前記第２の領域内で移動させながら繰り返す演算手段と、演算された複数の相
関値の最大値が第１の所定値以上で、かつ、前記相関値の最大値から相関値の平均値を減
じた値を相関値の標準偏差で除すことで得られる相関値の最大値のノーマライズド・スコ
アが第２の所定値以上か否かに基づいて、前記第１の領域が前記第２の領域に含まれるか
否かを照合し、照合結果に基づいて前記タグの真偽を判定する判定手段と、を含む。この
ような本発明が適用されるタグ作成装置、タグ、及び真偽判定装置を用いたタグ管理シス
テムは、物品に添付するタグの作成に用いる個体表面に沿って分布したランダム性を有す
る特徴を該個体表面の第１の領域に渡って読み取る第１の領域読取手段と、前記第１の領
域読取手段によって読み取った前記第１の領域を示す画像情報を前記個体特有の情報であ
る個体情報として変換する読取情報変換手段と、前記個体表面の前記第１の領域を含む前
記第１の領域よりも大きい所定範囲に設定した第２の領域を非画像領域として、前記読取
情報変換手段によって変換された前記個体情報を示す個体情報画像を該個体表面に形成す
る画像形成手段と、を含むことを特徴とするタグ作成装置と、前記タグ作成装置により作
成されたタグと、前記タグの真偽を判定する請求項５に記載の真偽判定装置と、を含む。
このような本発明のプログラムは、ランダム性を有する特徴が分布している個体表面に設
定した第１の領域を含む前記第１の領域よりも大きい第２の領域が非画像部分として設け
られると共に、前記第１の領域から読み取られた第１の領域を示す特徴に基づいて前記個
体を特定可能とする個体情報画像が形成されたタグの真偽を判定する真偽判定装置として
用いられるコンピュータを、前記第２の領域の前記個体表面の特徴及び、前記個体情報画
像を読み取る読取手段を制御する読取制御手段、前記読取手段によって読み取った前記第
２の領域の特徴と、前記個体情報画像に基づいた個体情報を対比可能な情報に変換する情
報変換手段、前記情報変換手段によって変換された情報から前記個体情報によって特定さ
れる前記第１の領域と、前記第２の領域から抽出した前記第１の領域と同一サイズの第３
の領域との相関値を演算することを、前記第３の領域の抽出位置を前記第２の領域内で移
動させながら繰り返す演算手段、演算された複数の相関値の最大値が第１の所定値以上で
、かつ、前記相関値の最大値から相関値の平均値を減じた値を相関値の標準偏差で除すこ
とで得られる相関値の最大値のノーマライズド・スコアが第２の所定値以上か否かに基づ
いて、前記第１の領域が前記第２の領域に含まれるか否かを照合し、照合結果に基づいて
前記タグの真偽を判定する判定手段、として機能させる。
【発明の効果】
【００３２】
　以上説明したように本発明では、工業製品、農業製品、文書、証書などの各種の物品に
対して、物品ごと、物品を単品ずつ包装した包装体、複数の物品をまとめて梱包した梱包
体ごとに添付するタグを用い、添付されているタグが、本来の書式に沿って作成されてい
るものであるか否かから、タグが添付されている物品が所謂真物であるか所謂偽物、模造
品などであるかを判定可能とする。
【００３３】
　このときの判定には、タグにタグごとに異なる本来の情報が記録されているかを用いる
。このときのタグごとに異なる本来の情報として、タグを形成している紙などの個体の表
面に沿ったランダム性を有する固有の特徴を用いることにより、高精度の真偽判定が可能
となるという優れた効果を有する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３４】
　以下に図面を参照しながら本発明の実施の形態を説明する。図１には、本実施の形態に
適用したタグ管理システム１０の概略構成を示している。タグ管理システム１０は、タグ
作成装置１２、タグ認証装置１４を含んで構成されている。また、タグ管理システム１０
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には、データベース（データサーバ）１６を含むことができ、このときには、タグ作成装
置１２、タグ認証装置１６及びデータサーバ１６が、インターネット等の公衆回線網ない
し専用回線網を用いてネットワーク接続されるなどして、タグ作成装置１２のデータサー
バ１６の間及び、タグ認証装置１４とデータサーバ１６の間でデータ交換が可能となった
ものであればよい。
【００３５】
　タグ作成装置１０は、例えばワークステーションやパーソナルコンピュータ等を用いた
各種の画像処理、データ処理を行うＰＣ１８と、原稿などのシート状の媒体に記録された
画像を読み取る画像読取手段となるスキャナ２０と、印刷処理手段として所定の記録媒体
に画像を形成（印刷）するプリンタ２２と、が用いられている。また、タグ認証装置１４
は、少なくとも各種の画像処理、データ処理等を行うＰＣ２４と、画像読み取りを行うス
キャナ２６と、が用いられている。
【００３６】
　ＰＣ１８、２４は、ＣＰＵ、ＲＯＭ、ＲＡＭ、各種の入出力ポート及び、ＯＳや各種の
アプリケーションソフト（プログラム）が記憶されるＨＤＤがバスによって接続され、モ
ニタ（表示デバイス）と共に、キーボード、マウスなどの入力デバイスが設けられ、これ
により各種の画像処理、データ処理が可能となる一般的構成を適用することができる。
【００３７】
　また、タグ作成装置１２には、ＰＣ１８にスキャナ２０及びプリンタ２２が直接又はネ
ットワークを介して接続され、タグ認証装置１４には、ＰＣ２４にスキャナ２６が直接又
はネットワークを介して接続される。
【００３８】
　これにより、ＰＣ１８では、スキャナ２０によって読み込んだ画像データに対する各種
の処理と共に、処理結果に基づいた印刷処理が可能となっており、ＰＣ２４では、スキャ
ナ２６によって読み込んだ画像データに対する各種の処理が可能となっている。
【００３９】
　図２には、ＰＣ１８、スキャナ２０及びプリンタ２２によって形成されるタグ作成装置
１２の概略構成と、ＰＣ２４及びスキャナ２６によって形成されるタグ認証装置１４の概
略構成を示している。また、図３には、タグ作成装置１２によって作成されるタグ３０の
一例を示し、図４（Ａ）には、タグ３０の作成に用いる用紙３２を示している。
【００４０】
　図２に示すように、タグ作成装置１２は、登録画像入力部３４、画像処理部３６及び印
刷処理部３８が形成されている。登録画像入力部３４では、スキャナ２０を用いて用紙３
２（図４（Ａ）参照）からタグ３０を作成するときの登録情報を読み取って画像データと
して出力する。
【００４１】
　このとき、登録画像入力部３４では、用紙３２の透過光又は反射光を読み込むことによ
り、用紙３２の表面に沿って分布するランダム性を有する特徴を画像データとして出力す
る。また、スキャナ２０としては、例えば４００dpiの解像度が得られるものを用いてお
り、予め設定されている領域（例えば、３２×３２ビット（約２mm×２mm））を８mmビッ
トグレースケースの階調で用紙３２の表面を読み取る。図４（Ｂ）には、このときの画像
データの一例を可視化して示している。
【００４２】
　画像処理部３６には、画像変換部４０及び画像符号化部４２が形成されており登録画像
入力部３４から入力される画像データに対して所定の処理を施す。これと共に、画像処理
部３６では、画像変換を行うと共に、符号化処理を行うことにより、画像データに符号化
画像（符号化画像の画像データ）を生成する。
【００４３】
　このとき、画像符号化部４２では、ＰＫＩ（Public　Key  Infrastructure）による電
子署名の認証方法を適用して、暗号鍵を用いた暗号化を行う。また、画像符号化部４２で
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は、暗号化したデータをＱＲコードなどの二次元化コードに変換する。すなわち、二次元
化コードとなる符号化画像を形成可能とする画像データを生成する。
【００４４】
　また、タグ作成装置１２には、キーボードなどの入力デバイスを用いてタグ情報を入力
するタグ情報入力部４４及び、入力されたタグ情報を所定のコードに変換してタグ情報の
コード画像（画像データ）を生成するコード変換部４６が設けられている。
【００４５】
　印刷処理部３８では、登録画像を読み取った用紙３２に、画像処理部３６で生成した符
号化画像及び、コード変換部４６で生成したコード画像を含めて、予め設定されたフォー
マットで、用紙３２に対する印刷処理を行うことにより、タグ３０（図３参照）を作成す
る。
【００４６】
　このとき、タグ作成装置１２では、スキャナ２０によって画像データを読み込んだ領域
を含む所定範囲の領域を、印刷領域から外している。
【００４７】
　すなわち、図３に示すように、タグ作成装置１２では、作成するタグ３０に対して、紙
面上方の右側に、タグ情報を示すコード画像４８が印刷され、紙面上方の左側に、登録画
像を示す符号化画像５０が印刷されるように印刷フォーマットが設定されている。
【００４８】
　また、タグ３０には、コード画像４８と符号化画像５０の間に所定の余白が設けられ、
コード画像４８から符号化画像５０の間の紙面下方側に、タグ３０が添付される品名等を
印刷可能とする領域が設定されている。
【００４９】
　一方、タグ作成装置１２では、コード画像４８と符号化画像５０の間の余白内の所定領
域を登録領域５２として、この登録領域５２内から読み取った画像データを登録画像の画
像データとしている。
【００５０】
　後述するタグ認証装置１４では、この登録領域５２を含む所定範囲の領域を認証領域５
４として読み取るようにしている。なお、認証領域５４は、登録領域５２を３２×３２ド
ットとしたときに、６４×６４ドット程度の領域とすることが好ましい。また、タグ作成
装置１２では、枠線５６などを用いて、認証領域５４を明示することにより、認証領域５
４内が汚されてしまうのを防止するようにしても良い。
【００５１】
　なお、枠線５６を設けることにより、認証領域５４や登録領域５２が明確となってしま
うので、枠線５６を記録せずに、タグ３０の偽造を抑制するようにしても良い。
【００５２】
　このようなタグ３０にコード画像４８として記録するタグ情報としては、タグ３０が添
付される商品を特定する商品名、型番、個数、シリアルナンバー等を用いることができ、
複数の商品を梱包した梱包体に添付するときには、梱包されている商品の個数を含むこと
が好ましい。
【００５３】
　また、タグ情報としては、タグ３０を特定可能とする情報を含んでいる。このタグ３０
を特定する情報としては、タグ３０ごとに設定するシリアルナンバーを用いることができ
る。すなわち、タグ情報には、タグ３０ごとに設定されているシリアルナンバーが含まれ
ている。
【００５４】
　さらに、タグ情報としては、当該商品又はタグ３０の生成年月日を含ませることができ
る。また、タグ３０に有効期限を設定している時には、その有効期限をタグ情報として含
ませることができ好ましい。
【００５５】
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　すなわち、図４（Ａ）に示すように、タグ作成装置１２では、タグ３０の印刷フォーマ
ットに基づいて、非印刷領域となる登録領域５２内の用紙３２の表面状態に応じた透過光
又は反射光を読み取り、図３に示すように、この登録領域５２を含む認証領域５４内に、
印刷画像が重ならないようにしている。
【００５６】
　タグ作成装置１２では、これらの情報をタグ３０に記録するときに、二次元化コードを
用いており、これにより、多量の情報を含ませることができると共に、認証時等における
読取誤差が生じるのを防止するようにしている。なお、コード画像４８及び符号化画像５
０は、ＱＲコードに限らず、任意の二次元化コードを適用することができる。このときに
、データの圧縮処理を行ってコード化しても良い。
【００５７】
　図２に示すように、このようなタグ作成装置１２には、データ登録部５８を設けること
ができる。このデータ登録部５０では、作成したタグ３０ごとに、シリアルナンバーと登
録画像を関連付けて、データサーバ１６等にデータ登録を行う。これにより、データサー
バ１６からタグ３０の登録画像をタグ認証装置１４によって読み出すことが可能となるよ
うにしている。
【００５８】
　一方、タグ認証装置１４には、照合画像読取部６０、画像処理部６２、画像変換部６４
、コード変換部６６及び復号化部６８が設けられている。
【００５９】
　照合画像読取部６０では、スキャナ２６を用いて、タグ３０からコード画像４８及び符
号化画像５０と共に、登録領域５２を含む照合領域５４を読み取って画像データを出力す
る。このとき、４００dpiの解像度及び８ビットグレースケールの解像度で読込みを行う
。すなわち、タグ作成装置１２でタグ３０を作成するときのスキャナ２０に合わせた読み
取りを行う。
【００６０】
　画像処理部６２では、読み込んだ画像データからコード画像４８の画像データ、符号化
画像５０の画像データ及び、認証領域５４の画像データを分離する。認証領域５４の画像
データは、画像変換部６４でデータ変換される。
【００６１】
　また、符号化画像５０の画像データは、コード変換部６６で二次元コードからコード変
換され、復号化部６８では、公開鍵を用いて復号化処理を行う。これにより、登録画像（
登録領域５２）の画像データが得られるようにしている。
【００６２】
　なお、コード画像に対する画像データは、画像変換が行われることにより、タグ情報に
応じたデータを抽出する。また、画像変換部６４でデータ変換された照合領域５４の画像
データ及び、復号化部６８で復号化された登録画像（登録領域５２）の画像データは、Ｒ
ＡＭやＨＤＤ等のメモリに格納される。
【００６３】
　また、タグ照合装置１４には、照合部７０及び判定部７２が設けられている。照合部７
０は、照合領域５４の画像データと、符号化画像５０としてタグ３０に記録されている登
録領域５２の画像データの照合処理を行う。判定部７２では、この照合結果に基づいて、
タグ３０が適正なものであるか否か、すなわち、タグ３０の真偽判定を行う。
【００６４】
　なお、照合部７０には、符号化画像５０として記録されていた画像データと、照合領域
５４の画像データの照合（タグ照合）に加えて、符号化画像５０として記録されていた画
像データと、データサーバ１６に登録されている登録画像の画像データの照合（登録照合
）を行うことができる。
【００６５】
　次に、本実施の形態の作用として、タグ管理システム１０でのタグ作成装置１２及びタ



(10) JP 4661107 B2 2011.3.30

10

20

30

40

50

グ認証装置１４での処理を説明する。
【００６６】
　ここで、先ず、用紙３２上の登録領域５２の画像データと、照合領域５４の画像データ
を用いたタグ３０の認証の有効性を説明する。
【００６７】
　例えば、タグ３０を形成する用紙３２などの紙は、繊維質材料の絡み具合がランダムで
あり、これに起因して紙の透明度はランダムに変化している。また、繊維質材料の絡み具
合は、紙の表面の凹凸にも現れることから、紙の表面の凹凸もランダムに変化している。
【００６８】
　ここから、紙の透明度や表面の凹凸などの個体表面に沿ったランダム性を有する特徴を
個体固有の特徴として、個体の真偽判定に適用することが可能であるといえる。このよう
な個体固有の特徴は、スキャナ等の各種の画像読取手段を用いて、紙の透過光又は反射光
として読み取ることが可能である。
【００６９】
　一方、前記した紙などの個体特有の特徴は、読取領域の位置や向きの相違によって誤判
定を生じさせ易い。ここから、認証する領域より、比較対象とする領域の面積を広くして
、小面積の領域（認証する領域）を大面積の領域（比較対象とする領域）内で移動させな
がら相関値を繰返し演算し、多数の相関値を求めることで、求めた相関値及び、相関値の
分布から得られる特徴量を用いて真偽判定を行う。
【００７０】
　偽判定には、真物を偽物と判定する場合と、偽物を真物と判定する場合があり、真物を
偽物と判定する確率をＦＲＲ（False  Rejection　Rate）とし、偽物を真物と判定する確
率をＦＡＲ（False  Acceptance  Rate）として、先ず、真偽判定の有効性を検証する試
験結果を示す。
【００７１】
　該試験は、先ず、フラットベット型スキャナを用いて、４００dpiの解像度、８ビット
グレースケールの階調で、サンプルとして用いる紙の未印刷領域を３２×３２ドット（約
２mm×２mm）の基準領域（本実施の形態の登録領域５２に相当）を読み取り、スキャナか
ら出力された画像データを基準データとして記憶する。
【００７２】
　図５には、このときの基準データを基準画像として視覚化して示す。なお、この基準画
像に対しては、目視での確認が容易（明確）になるようにコントラスト補正を施している
。
【００７３】
　紙を形成する繊維質材料の絡み具合を、紙の製造時に制御することは不可能であること
は周知であり、ここから紙を形成する繊維質材料の絡み具合はランダムとみなすことがで
きる。この繊維質材料の絡み具合は透過光顕微鏡などを用いることにより観察可能である
が、解像度は４００dpiのスキャナによって読み取った画像データ（図５（Ａ）に示す基
準画像）では、繊維質材料の絡み具合かでは確認できない。
【００７４】
　しかし、基準画像には、繊維質材料の絡み具合のランダム性に起因する紙の透明度のラ
ンダムな変化を反映したランダムな明暗パターンが生じている。なお、明暗パターンには
、紙を漉くときの諸条件により生じる紙表面の凹凸が影響している可能性があるが、何れ
においても、ランダムなパターンであることは明白である。
【００７５】
　したがって、基準画像に対応する基準データが、紙上の基準領域内におけるその紙に固
有の特徴、すなわち、基準領域内の透明度のランダムな変化を表す情報となっていること
は確認できる。
【００７６】
　次に、比較対象として、サンプルとして用いた紙のうち、前記した基準領域を含む６４



(11) JP 4661107 B2 2011.3.30

10

20

30

40

50

×６４ドット（約４mm×４mm）の照合領域（本実施の形態の認証領域５４に相当）をスキ
ャナによって読み取り、読み取った画像データを第１の照合データとして記憶する。
【００７７】
　この第１の照合データは、照合領域内における紙の透明度のランダムな変化を表してお
り、図５（Ｂ）には、第１の照合データを照合画像として、視覚化して示している。
【００７８】
　一方、真物が偽物と誤判定される確率（ＦＲＲ）が高いケースとして、サンプルとして
用いた紙を、第１の照合データ取得時に対して、位置を若干ずらすと共に向きを若干回転
させてスキャナの原稿台に載置した状態で、６４×６４ドットの照合領域の読み取りを行
い、スキャナから出力された画像データを第２の照合データとして記憶する。すなわち、
第１の照合データの読取領域に対して位置及び向きが若干異なるが、基準領域を含む領域
から読み取られた画像データを第２の照合データとして記憶する。
【００７９】
　また、別の比較対象として、サンプルとして用いた紙と異なる紙から、６４×６４ドッ
トの照合領域を読み取り、スキャナから出力される画像データを第３の照合データとして
記憶した。
【００８０】
　このようにして、基準データ及び第１から第３の照合データを取得すると、第１から第
３の照合データが表す第１から第３の照合画像のそれぞれと基準データが表す基準画像と
の相関値を演算した。
【００８１】
　具体的には、例として図６に示すように、演算対象の照合画像から基準画像と同一サイ
ズの部分領域（図６では、実線で囲われた相関演算範囲と表記）を抽出し、部分領域（部
分画像）と基準画像との相関値を正規化相関法により演算する（（１）式参照）。これを
照合画像上で部分領域の位置をＸ方向及びＹ方向に１ドット（１画素）ずつずらしながら
繰り返した。
【００８２】
【数１】

【００８３】
　ただし、Ｆは基準画像（基準データの集合）、ｆｉは基準画像の個々の画素の明度値、
Ｎは基準画像（及び照合画像の部分領域）の総画素数、Ｇは照合画像の部分領域（の集合
）、ｇｉは照合画像の部分流域の個々の画素の明度値、ｆAVEは基準画像の個々の画素の
明度値の平均値、ｇAVEは照合画像の部分領域の個々の画素の明度値の平均値である。
【００８４】
　ここで、第１から第３の照合画像を演算対象の照合画像として上記演算を行うことで、
基準画像のドット数をｍ×ｎ、照合画像のドット数をＭ×Ｎとすると、一つの照合画像に
対して、（Ｍ－ｍ＋１）×（Ｎ－ｎ＋１）個の相関値が得られる。
【００８５】
　続いて、第１から第３の照合画像のそれぞれに対する相関値の分布具合を表す特徴とし
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て、相関値の最大値のノーマライズド・スコアを、（２）式にしたがって演算した。
【００８６】
　　ノーマライズド・スコア＝
　　　　　　　　（相関値の最大値－相関値の平均値）÷相関値の標準偏差　　…（２）
　図７（Ａ）及び図７（Ｃ）には、相関値の最大値及び、相関値の最大値のノーマライズ
ド・スコアの演算結果を、照合画像上での部分領域の位置と、相関値の関係を視覚的に示
すチャートと共に示す。
【００８７】
　図７（Ａ）に示すように、同一の紙上の基準領域を含む照合領域を、基準領域に対して
、位置及び向きのズレなく読み取った場合（第１の照合画像）、相関値の最大値は、非常
に高い値を示す。また、相関値の分布も、相関値が最大値になっているピーク部分以外の
部分では、最大値に比して相関値が非常に低い値を示しており、これに伴い、相関値の最
大値のノーマライズド・スコアも非常に高い値を示している。
【００８８】
　これに対して、図７（Ｃ）に示すように、基準画像を読み取った紙と異なる紙（基準画
像を含まない紙）の場合（第３の照合画像）、相関値の最大値は非常に低い値となってお
り、相関値の分布についてもピーク部分を含めて全体的に相関値が低い値を示しており、
相関値の最大値のノーマライズド・スコアも非常に低い値となっている。
【００８９】
　一方、真物が偽物と誤判定される確率が高いケースとして、基準領域を含んで位置及び
向きを若干変えた照合領域を読み取った場合（第２の照合画像）、相関値の最大値及び相
関値の最大値のノーマライズド・スコアは、図７（Ｂ）に示すように、何れも同一の紙を
、位置及び向きのズレなく読み取った場合と、異なった紙を読み取った場合との中間値に
なる。
【００９０】
　このため、相関値の最大値及び相関値の最大値のノーマライズド・スコアの閾値として
、図７（Ｂ）に示す値と図７（Ｃ）に示す値の中間的な値をそれぞれ採用し、例えば、相
関値の最大値の閾値≒０．３、相関値の最大位置のノーマライズド・スコアの閾値≒５．
０とすることにより、相関値の最大値を閾値と比較すると共に、相関値の最大値のノーマ
ライズド・スコアの閾値と比較することで真偽判定を行うようにすれば、照合領域読取時
の紙の位置及び向きが若干ずれているなどのように真物を偽物と誤判定する確率の高いと
きに、相関値の最大値のみを用いて判定を行う場合に比べて、真偽判定の判定精度が向上
する可能性があることを理解できる。
【００９１】
　もう一つの試験として、前記した試験と同一のスキャナを用いて、同一の解像度、階調
でＡ４サイズの白紙の紙の任意の３２×３２ドット（約２mm×２mm）の領域を基準領域と
して読み取って基準データを取得すると共に、第１の比較例として、基準データを取得し
た紙の略全面を読み取り、読み取りによって得られた画像データから６４×６４ドットの
照合領域のデータを抽出し、さらに、抽出した照合データから部分領域のデータを抽出し
て基準データとの相関値を（１）式にしたがって演算することを、照合領域内における部
分領域の位置を１ドットずつずらしながら繰り返した（これにより、１０００万個以上の
相関値が得られた）。
【００９２】
　また、第２の比較例として、基準データを取得した紙の略全面の読み取りを、位置を若
干ずらすと共に向きを若干回転させてから再度行い、前述の第１の比較例と同様に、読み
取りによって得られた画像データから６４×６４ドットの照合領域のデータを抽出し、抽
出した照合データから更に抽出した部分領域のデータと基準データとの相関値を（１）式
にしたがって演算することを、照合領域内における部分領域の位置を１ドットずつずらし
ながら繰り返した。また、第３の比較例として、基準データを取得した紙と異なる紙を用
い、第１及び第２の比較例と同様に読み取って取得した照合データから相関値の演算を行
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った。
【００９３】
　そして、偽物が真物と誤判定される確率が高いケースとして、原本として用いた紙の基
準領域を故意に過大な光量で読み取ることで、基準領域内の透明度の変化が部分的に白く
とんでしまっている画像を表す第２の基準データを取得すると共に、第３の比較例で用い
た紙の略全面を読み取り、読み取りによって得られた画像データから６４×６４ドットの
照合領域のデータを抽出し、抽出した照合データから更に抽出した部分領域のデータと第
２の基準データとの相関値を(１)式にしたがって正規化相関法により演算することを、照
合領域内における部分領域の位置を１ドットずつずらしながら繰り返した。
【００９４】
　上記の試験によって得られた相関値の分布（横軸に相関値、縦軸に頻度の対数をとった
チャート）を図８～図１１に示す。図８は第１の比較例、図９は第２の比較例で得られた
相関値の分布であり、何れの分布においても、多数の相関値のうちの大多数は０又は０に
近い値を示しているものの、所定値以上（例えば０．３以上）の高い相関値を示している
データも含まれており、第１の比較例における相関値の最大値が１．００、第２の比較例
における相関値の最大値が０．６５７と、何れも高い値を示しているので、相関値の最大
値のみを用いたとしても真物を真物と判定できることが理解できる。
【００９５】
　また、図１０は第３の比較例で得られた相関値の分布であるが、全ての相関値が所定値
（例えば０．３）未満であり、相関値の最大値も０．２５４と低い値を示しているので、
上記と同様に相関値の最大値のみを用いたとしても偽物を偽物と判定できる。
【００９６】
　一方、図１１は、偽物が真物と誤判定される確率が高いケースとして想定した実験によ
って得られた相関値の分布であるが、所定値以上（例えば０．３以上）の高い相関値を示
しているデータも含まれており（相関値の最大値は０．３４８）、相関値の最大値のみを
用いて真偽判定を行ったとすると偽物を真物と誤判定する可能性がある。これに対し、図
１１の分布を図１０の分布と比較しても明らかなように、図１１に示す相関値の分布は裾
が広がっている形状となっており、これに伴って図１１の分布における相関値の標準偏差
が図１０の分布よりも大きくなり、前出の（２）式からも明らかなように、図１１の分布
における相関値の最大値のノーマライズド・スコアの値が図１０の分布よりも小さくなる
（図１０の分布における相関値の最大値のノーマライズド・スコアが５．３２、図１１の
分布における相関値の最大値のノーマライズド・スコアが４．９１）ので、偽物が真物と
誤判定されてしまうのを回避できることが理解できる。
【００９７】
　このように、偽物が真物と誤判定される確率が高いケース（図１１のケース）において
も、相関値の最大値及び相関値の最大値のノーマライズド・スコアを用いて真偽判定を行
えば誤判定を回避することができるので、相関値の最大値に加え、相関値の最大値のノー
マライズド・スコアのように相関値の分布具合を表す特徴量を加えて真偽判定を行えば、
真偽判定の判定精度向上を実現できることが確認される。
【００９８】
　次に真偽判定の判定制度を確認するための試験結果を説明する。この試験では、Ａ４サ
イズの５００枚入事務用紙（富士ゼロックスオフィスサプライ株式会社Ｃ２紙商品コード
Ｖ４３６）から連続する１0枚を抜き取り、サンプルとして用いた。
【００９９】
　〔ＦＲＲ確認のための試験〕
　この試験では、Ａ４の各サンプルに対して全面に略等間隔で４０個所の読取領域を設定
した（図１２参照）。
【０１００】
　なお、サンプルの長手方向を上下方向とした状態で、各サンプルの読取面に向かって左
上隅を原点（０，０）としたときの個々の読取領域の中心座標は、４００dpiのドット数
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換算で以下の通りである。
（５００，５００）、（５００，１０００）、（５００，１５００）、（５００，２００
０）、（５００，２５００）、（５００，３０００）、（５００，３５００）、（５００
，４０００）、（１０００，５００）、（１０００，１０００）、（１０００，１５００
）、（１０００，２０００）、（１０００，２５００）、（１０００，３０００）、（１
０００，３５００）、（１０００，４０００）、（１５００，５００）、（１５００，１
０００）、（１５００，１５００）、（１５００，２０００）、（１５００，２５００）
、（１５００，３０００）、（１５００，３５００）、（１５００，４０００）、（２０
００，５００）、（２０００，１０００）、（２０００，１５００）、（２０００，２０
００）、（２０００，２５００）、（２０００，３０００）、（２０００，３５００）、
（２０００，４０００)、（２５００，５００）、（２５００，１０００）、（２５００
，１５００）、(２５００，２０００)、(２５００，２５００)、（２５００，３０００）
、（２５００，３５００）、（２５００，４０００）
　各サンプルの読み取りにはFUJITSU  fi-4010CU（フラットベッド型スキャナ）を用い、
４００dpiの解像度、８ビットグレイスケールの階調で読み取った。
【０１０１】
　読取領域のサイズとしては１６×１６ドット（約１mm×１mm）、３２×３２ドット（約
２mm×２mm）、６４×６４ドット（約４mm×４mm）、１２８×１２８ドット（約８mm×８
mm）の４種類を設定した。なお、この試験では、個々の読取領域を基準領域としても照合
領域としても利用し、読み取り回数削減のためスキャナによってサンプルの全面を読み取
り、読み取りによって得られた画像データから個々の読取領域に対応するデータ（基準領
域のデータ及び照合領域のデータとして用いるデータ）を切り出して真偽判定に用いた。
また、基準領域に対する照合領域の大きさが、辺の長さの比で２倍又は４倍となるように
、基準領域及び照合領域の大きさの組み合わせとしては次の表１に示す組み合わせを用い
た。
【０１０２】
【表１】

【０１０３】
　また、スキャナの原稿台がＡ４サイズより多少大きいことを利用し、原稿台へのサンプ
ルの置き方として、原稿台を上から見て右上突き当て（通常の置き方）、左下突き当て（
右上突き当てに対してサンプルの位置が長手方向に約２mm、短手方向に約１０mmずれる）
、時計回り回転右寄せ（時計回りに約１degree回転）、反時計回り回転左寄せ（反時計回
りに約１degree回転）の４種類の置き方を定め、個々のサンプルを各置き方で原稿台上に
載置した状態で各々読み取りを行った。
【０１０４】
　また、この試験では、真偽判定に用いる基準領域のデータと照合領域のデータの組み合
わせとして、サンプルの置き方が互いに異なる状態で読み取ることによって得られたデー
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タ同士を組み合わせて真偽判定を行った。一つの置き方に対して組み合わせ可能な異なる
置き方が３種類存在しているので、表１に示した基準領域及び照合領域の大きさの組み合
わせのうちの単一の組み合わせにおいて、単一のサンプルの単一の読取領域について４×
３＝１２回の真偽判定を行うことになり、単一のサンプルには４０個の読取領域が存在し
、サンプルの枚数が１０枚であるので、基準領域及び照合領域の大きさについての個々の
組み合わせ毎に、１２×４０×１０＝４８００回の真偽判定を行った。
【０１０５】
　なお、前述のように、真偽判定に用いる基準領域及び照合領域のデータとして、サンプ
ルの置き方が互いに異なる状態で読み取ることによって得られたデータ同士を組み合わせ
るため、画像データからの読取領域に対応するデータの切り出しにあたっては、基準領域
の中心位置と照合領域の中心位置が略一致するように読取領域の位置を補正した。
【０１０６】
　すなわち、読取領域のデータの切り出しを行う画像データが、サンプルを「右上突き当
て」で載置して読み取りを行うことで得られたデータである場合は、読取領域の位置補正
は特に行わない。「左下突き当て」の場合には、スキャナによる読み取りによって得られ
た画像データに基づき、サンプルの端部における位置ずれ量を算出して読取領域の位置を
補正した。また「時計回り右寄せ」及び「反時計回り左寄せ」については、画像データに
基づきサンプルの角部の位置を検出し、検出した角部の位置に基づき、サンプルを回転及
び移動させた後の実際の読取領域の位置を算出し、画像データからデータとして切り出す
読取領域の位置を補正した（補正対象は中心位置のみ、回転歪みは未補正）。
【０１０７】
　真偽判定は、先の説明と同様に、照合領域内における基準領域と同サイズの部分領域と
基準領域との相関値を正規化相関法により演算することを、前記部分領域を照合領域内で
1ドットずつ移動させながら繰り返すことで、(ｍ－ｎ＋１)×(ｍ－ｎ＋１)個の相関値を
求め（但し、基準領域がｍ×ｍドット、照合領域がｎ×ｎドット）、相関値の最大値及び
相関値の最大値のノーマライズド・スコアを求め、相関値の最大値が０．３以上かつ相関
値の最大値のノーマライズド・スコアが５．０以上か否かを判定することにより行った。
【０１０８】
　表２には、この試験結果を示している。
【０１０９】
【表２】

【０１１０】
　表２より明らかなように、４００dpiの解像度、８ビットグレイスケールの階調での読
み取りという条件では、基準領域のサイズを３２×３２ドット、照合領域のサイズを６４
×６４ドットとすれば、実用上問題が生じない程度にＦＲＲが低い値となることが理解で
きる。また、上記の読取条件は市販な安価なスキャナで十分に実現可能な条件であり、読
み取りにあたって顕微鏡等の高価な読取装置を用いる必要がないことも明らかである。
【０１１１】
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　また、上記の試験において、真偽判定で誤判定（真物を偽物とされる誤判定）が生じた
ケースについて分析した結果、特にサンプルを時計回り又は反時計回りに回転させた場合
に誤判定が生じ易い傾向があることが明らかとなった。従って、例えば、回転歪みを検出
して補正する、スキャナの原稿台上に読取対象の紙を載置する際に紙が回転しないように
注意する、スキャナの原稿台を紙が回転し難い構造にする等の回転歪み防止又は軽減対策
を講じれば、ＦＲＲの改善は容易に達成できるものと思われる。
【０１１２】
　〔ＦＡＲ確認のための試験〕
　ＦＲＲの試験と同様に、Ａ４サイズのサンプルの全面を４００dpiの解像度及び８ビッ
トグレイスケールの階調で読み取ることによって得られた画像データから基準領域に相当
するデータ及び照合領域に相当するデータを切り出した。
【０１１３】
　ＦＡＲは偽物を真物と誤判定する確率であるので、ＦＡＲを確認するための試験では、
サンプル上の全ての領域を照合領域として利用できる。今回の実験では、Ａ４全面の基準
領域を除く全領域について基準領域との相関値を演算して相関値の最大値と相関値の最大
値のノーマライズド・スコアから偽物と判定されれば、同一のサンプル上の任意の照合領
域についても偽物と判定されるのは自明であるので、照合領域はＡ４のサンプルの全面を
含むスキャナの全読み取り領域を４００dpiで読取った３３０７×４６７６ドットの領域
とした。
【０１１４】
　また、この試験ではサンプルの枚数を５枚とし、各サンプルに対して全面に略等間隔で
４個所の読取領域を設定した。なお、個々の読取領域の中心座標は、４００dpiのドット
数換算で（５００、５００）、（５００、３５００）、（２５００、５００）、（２５０
０、３５００）としている。また、基準領域のサイズは１６×１６ドット、３２×３２ド
ット、６４×６４ドット、１２８×１２８ドットの４種類とした。
【０１１５】
　１枚のサンプル当り４箇所の基準領域について、他の４枚のサンプルの全面に亘って真
偽判定を行うので、１枚のサンプル当り４箇所×４枚＝１６回の真偽判定を行うことにな
る。これを５枚のサンプルに対して実施するので、真偽判定の回数は合計で５×16＝８０
回となる。ＦＲＲ確認のための実験に対して回数が少ないように見えるが、先に述べた通
り、Ａ４のサンプル全面を含むスキャナの全読み取り領域を照合領域としたためにそう見
えるだけであり、照合領域を小領域に分割したとすると1千万回以上の真偽判定を行った
ことに相当する。
【０１１６】
　表３には、この試験結果を示している。
【０１１７】
【表３】

【０１１８】
　表３から明らかなように、基準領域のサイズが１６×１６ドット以外の場合にはＦＡＲ
＝０．００００％となっているので、照合領域を任意のサイズの小領域に分割して真偽判
定を行ったとしてもＦＡＲは０．００００％になることが保証されたことになる。
【０１１９】
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　一方、基準領域のサイズが１６×１６ドットの場合はＦＡＲ＝３１．２５０％と実用に
適さない値を示している。これは最悪値であり、照合領域を小領域に分割すればＦＡＲが
向上する可能性があるが、前述したＦＲＲ確認のための試験でも、基準領域のサイズを１
６×１６ドットとした場合、基準領域のサイズをより大きくした場合と比べての真偽判定
の判定精度が低い。従って、４００dpiの解像度では基準領域のサイズは３２×３２ドッ
トを下限とすべきであることが明らかとなった。
【０１２０】
　このように、４００dpiの解像度、８ビットグレースケールの階調であるときには、３
２×３２ビット以上の領域を基準領域とすることにより判定制度の高い真偽判定が可能と
なる。
【０１２１】
　次に、タグ管理システム１０でのタグ３０の作成及び、タグ３０の認証を説明する。図
１３には、タグ作成装置１２での処理（タグ作成処理）の概略を示している。
【０１２２】
　このフローチャートでは、タグ３０の作成時に実行され、最初のステップ１００では、
タグ３０の作成に用いる用紙３２をスキャナ２０の載置台にセットするように促す表示を
ディスプレイ（表示デバイス）に表示し、ステップ１０２では、スキャナ２０に用紙３２
がセットされたか否かを確認する。
【０１２３】
　ここで用紙３２がスキャナ２０にセットされて、登録画像の読み取りが指示されると、
ステップ１０２で肯定判定してステップ１０４へ移行し、スキャナ２０によって用紙３２
の所定領域の読み取りを行う。このとき、ＰＣ１８には、タグ３０のフォーマットが設定
されており、これに基づいて、登録領域５２（図４（Ａ）参照）の読込みが行われる。こ
のとき、スキャナ２０では、用紙３２の表面に照射した光の反射光を読み取ることにより
、用紙３２の表面に沿ったランダム性を有する特徴として、用紙３２の表面に沿った凹凸
に応じた画像データを出力することになる。
【０１２４】
　また、スキャナ２０では、解像度が４００dpi、階調が８ビットのグレースケールで３
２ビット×３２ビット（約２mm×２mm）の領域を読み込むことにより、データサイズが１
０２４バイトとなり、個々のドットの階調値が０～２５５の範囲の整数値となる。このと
きの可視化した画像（明視が容易となるようにコントラスト補正した画像）の一例を図４
（Ｂ）に示す。
【０１２５】
　なお、用紙３２上での登録領域５２の特定は、用紙３２が定まった位置に装填されると
きには、この位置に応じて設定される原点を基準とすればよく、また、用紙３２のサイズ
が定まっているときには、用紙３２の縁を検出して、この縁に基づいて登録領域を特定す
るなど、任意の方法を適用することができる。
【０１２６】
　さらに、この登録領域５２は、タグ３０上で非画像領域となっているので、タグ３０を
作成したときに、トナー等が付着して、認証時の誤判定を生じさせてしまうのを防止でき
るようにしている。
【０１２７】
　これにより、ステップ１０６で、スキャナ２０から出力される画像データを登録画像の
画像データとして読み込むと、ステップ１０８へ移行して画像変換処理を行う。このとき
には、画像データに対して離散コサイン変換等を適用してデータ圧縮を行う。また、タグ
管理システム１０には、秘密鍵と公開鍵が設定されており、ステップ１１０では、秘密鍵
を用いて圧縮後のデータに対して暗号化処理を行う。
【０１２８】
　この後、ステップ１１２では、暗号化したデータをスキャナなどの読取手段を用いて自
動的に読み取り可能となる形式のコード化する。なお、コード化としてはＱＲコードなど
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の二次元化コードを用いており、暗号化したデータに応じた二次元化コードの符号化画像
５０が得られるようにする。
【０１２９】
　なお、ステップ１１０では、データに対して秘密鍵を用いて暗号化処理を行うが、この
暗号化処理は、必須ではないが、タグ３０の複製を抑制する上では、暗号化処理を行うこ
とが好ましい。
【０１３０】
　また、データの暗号化には、暗号化に公開鍵を用い、復号化に秘密鍵を用いる方法もあ
るが、この場合、タグ３０の認証に秘密鍵を用いる必要があるので、暗号化には秘密鍵を
用いる手法がより好ましい。
【０１３１】
　一方、用紙３２の登録領域５２から読み取った画像データに対する処理と並行して、ス
テップ１１４では、タグ情報の入力を促す表示をディスプレイに行うなどして、タグ情報
の入力を促し、ステップ１１６では、タグ情報の入力が完了したか否かを確認する。
【０１３２】
　これにより、キーボード等の入力デバイスが使用されて、ディスプレイに表示したＵＩ
（ユーザーインターフェイス）等に基づいてタグ情報が入力され、タグ情報の入力が完了
したことを確認すると、ステップ１１６で肯定判定してステップ１１８へ移行する。
【０１３３】
　このときに入力されるタグ情報としては、タグ３０が添付される商品の商品名、型番、
シリアルナンバーがあり、また、複数の商品を包装（梱包）した包装体（梱包体）に添付
するときには、その個数も入力される。また、タグ３０には、商品に関する情報に加えて
、タグ３０自体の情報として、タグ３０ごとに設定されるシリアルナンバーが入力される
。さらに、タグ３０の作成時間や有効期限等のタグ３０ないしタグ３０が添付される商品
に対する時間情報を、タグ情報に加えることもできる。
【０１３４】
　ステップ１１８では、入力されたタグ情報を、スキャナなどの読取手段を用いて自動的
に読み取り可能となる形式のコード化（ＱＲコードなどの二次元化コード化）し、タグ情
報を示すコード画像４８が得られるようにする。
【０１３５】
　このようにして、登録領域５２の画像のコード化と、タグ情報のコード化が終了すると
、ステップ１２０では、タグ情報をコード化したコード画像４８及び、登録領域５２の画
像データに応じた符号化画像５０等が、所定のフォーマットで用紙３２に印刷されるよう
にビットマップデータの生成を行う。このときに、登録領域５２が含まれる認証領域５４
を明確とする枠線５６が印刷されるようにビットマップデータが生成される。
【０１３６】
　この後、ステップ１２２では、登録領域５２の読み取りを行った用紙３２をプリンタ２
２へ装填することを要請する表示をディスプレイに行い、ステップ１２４では、該当用紙
３２がプリンタ２２に装填されて印刷処理の実行が指示されたか否かを確認する。
【０１３７】
　ここで用紙３２がプリンタ２２に装填され、この用紙３２への印刷処理が指示されると
、ステップ１２４で肯定判定して、ステップ１２６へ移行し、印刷処理を実行する。
【０１３８】
　これにより、タグ情報を示すコード画像４８と共に、登録領域５２の画像データに応じ
た符号化画像５０が印刷されると共に、登録領域５２を含む認証領域５４が非印刷状態で
空けられたタグ３０が出力される。
【０１３９】
　これと共に、ステップ１２８では、登録領域５２から読み取った画像データの登録処理
を行う。この登録処理では、登録領域５２から読み取った画像データ、該画像データを暗
号化したデータ又は、暗号化したデータをさらにコード化したデータを、タグ３０のシリ
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アルナンバーなどのタグ３０自体の情報、タグ３０を添付する商品情報などのタグ情報に
関連付けてデータサーバ１６に登録する。
【０１４０】
　このようにして作成されたタグ３０は、商品ごとに添付されるか、商品を包装した包装
体ないし、複数の商品をまとめて包装した包装した包装体又は梱包した梱包体に添付され
る。
【０１４１】
　また、商品や包装体、梱包体へのタグ３０の添付は、例えば販売用の商品であるときに
は、購入者がタグと商品を接続する紐材等を切断するかタグ３０を破くなどして、再使用
が不可能となるように外されるものであればよく、また、包装体や梱包体の外装にタグ３
０を貼付することにより、外装やタグ３０を破くことにより外されるものであれば良い。
【０１４２】
　また、本実施の形態に適用したタグ作成装置１２では、用紙３２から登録領域５２の読
み取りを行うスキャナ２０と、用紙３２への印刷処理を行うプリンタ２２を別体としたが
、スキャナ機能とプリンタ機能を合わせもち、スキャナ機能によって画像読み取りを行っ
た用紙３２に対して、引き続いて印刷処理を実行可能とするスキャナ機能つきの印刷処理
装置を用いることもでき、これにより、登録領域５２から読み取った画像データに応じた
符号化画像５０を、該当する用紙３２に間違いなく印刷処理することができるのでより好
ましい。
【０１４３】
　次に、図１４を参照しながら、タグ認証装置１４を用いたタグ３０の認証を説明する。
このフローチャートの最初のステップ１４０では、ＰＣ２４のディスプレイ（表示デバイ
ス）に表示するなどして、認証を行うタグ３０をスキャナ２６に装填するように要請する
。また、ステップ１４２では、スキャナ２６へのタグ３０の装填が完了し、タグ３０の認
証処理の実行が指示されたか否かを確認する。
【０１４４】
　ここで、タグ３０がスキャナ２６の原稿台上に載置された状態で認証処理の実行が指示
されると、ステップ１４２で肯定判定してステップ１４４へ移行する。これにより、スキ
ャナ２６にタグ３０の読み取りが指示され、スキャナ２６でタグ３０の読み取りを行って
画像データが出力されることにより、ステップ１４６では、この画像データを読み込む。
【０１４５】
　このとき、タグ３０の全域を読み込むようにしても良いが、少なくとも、タグ３０に印
刷されているコード画像４８及び符号化画像５０と、コード画像４８と符号化画像５０の
間に設けられている照合領域５４を含む所定範囲の領域を読み込むものであっても良い。
また、コード画像４８、符号化画像５０及び認証領域５４を別々に読み込むようにしても
良い。
【０１４６】
　次のステップ１４８では、スキャナ２６から入力された画像データに対して画像処理を
施すことにより、コード画像４８の画像データ、符号化画像５０の画像データ及び照合領
域５４内の画像データに分離抽出する。
【０１４７】
　この後に、ステップ１５０では、コード画像４８の画像データに対してコード変換処理
を行うことにより、二次元化コードからタグ情報を抽出する。また、ステップ１５２では
、照合領域５４の画像データに対して所定の画像変換を行う。
【０１４８】
　これと共に、ステップ１５４では、符号化画像５０の画像データに対して、二次元化コ
ードに変換されているデータを抽出する。この後、ステップ１５６では、二次元化コード
から変換したデータに対して公開鍵を用いて復号化することにより登録領域５２の画像デ
ータとして記録されていた画像データを得る。
【０１４９】
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　このようにして、登録領域５２に対応する画像データと、登録領域５２が含まれる照合
領域５４の画像データを得ると、ステップ１５８へ移行して、照合処理を行う。
【０１５０】
　すなわち、３２ビット×３２ビットの登録領域５２の登録画像データと、６４ビット×
６４ビットに設定されている認証領域５４の画像データを得ると、ステップ１５８では、
登録画像データを基準データとし、認証領域５４の画像データを照合データとして照合処
理を行うことにより、相関値の最大値及び相関値の最大値のノーマライズド・スコアの演
算処理を行う。
【０１５１】
　次のステップ１６０では、照合処理（演算処理）によって得られた登録画像データと認
証画像データの相関値の最大値及び、相関値の最大値のノーマライズド・スコアを、予め
設定されている閾値（例えば、相関値の最大値に対する閾値≒５．０、相関値の最大値の
ノーマライズド・スコアに対する閾値≒０．３）と比較することにより真偽判定を行い、
ステップ１６２では、この真偽判定の判定結果をディスプレイ等に表示するなどして出力
する。
【０１５２】
　一方、ステップ１６４では、登録確認を行うか否かをディスプレイに表示するなどして
、タグ３０の登録確認の要否の入力を促し、登録確認が指示されることにより、ステップ
１６６で肯定判定してステップ１６８へ移行する。
【０１５３】
　このステップ１６８では、タグ３０のタグ情報として記録されているシリアルナンバー
（タグ３０のシリアルナンバー）などに基づいて、データサーバ１６に、タグ３０の登録
画像データの出力を要求し、ステップ１７０では、該当するデータ（登録画像データ）が
あるか否かを確認する。
【０１５４】
　ここで、該当する登録画像データが無いときに、すなわち、タグ３０がデータサーバ１
６に登録されているものでなければ、ステップ１７０で否定判定してステップ１７２へ移
行し、該当するタグ情報、登録画像データがデータサーバ１６に無く、該当するタグ３０
が偽物である可能性が高いことをディスプレイに表示するなどして出力する。
【０１５５】
　これに対して、タグ情報として記録されているシリアルナンバーに該当する登録画像デ
ータがあるときには、ステップ１７０で肯定判定してステップ１７４へ移行し、データサ
ーバ１６から該当する登録画像データを読み込んでステップ１７６へ移行する。
【０１５６】
　このステップ１７６では、読み込んだ登録画像データと、照合領域５４の画像データと
の照合を行う。このときの照合においても、データサーバ１６から読み込んだ登録画像デ
ータを基準データとし、認証するタグ３０の認証領域５４の画像データを照合データとし
て、相関値の最大値及び相関値の最大値のノーマライズド・スコアを演算し、ステップ１
７８では、この演算結果に基づいて真偽判定を行い、判定結果を出力する。
【０１５７】
　用紙３２は、表面に沿ってランダム性を有する固有の特徴と備えている。タグ作成装置
１２では、この用紙３２上に設定した登録領域５２から読み込んだ画像データを符号化画
像５０として、この用紙３２を用いて作成したタグ３０に記録している。
【０１５８】
　タグ認証装置１４では、符号化画像５０によって示される画像データと、タグ３０の認
証領域５４内の画像データを照合することにより、タグ３０が、タグ作成装置１２で作成
された本来の物（真物）であるか、或いは、複製等によって作成されたものであるかの判
断を行うことができ、タグ３０が真物でないときには、このタグ３０が添付されている商
品や、包装品、梱包品などが真物の類似品であったり、模造品であったり、また、本来製
作されるはずの製作工場や製作会社のものでないことになる（以下、真物に対して偽物）
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。
【０１５９】
　すなわち、偽物に添付するタグが、単に真物のタグ３０をコピーしたものなど（以下、
「偽タグ」とする）であれば、用紙３２が異なるので、タグ認証装置１４では認証されな
いことになる。
【０１６０】
　したがって、タグ３０が認証されたか否かによって、タグ３０が添付されている商品や
包装品、梱包品が真物であるか否かの判断が可能となる。
【０１６１】
　一方、偽タグを作成するときに、タグ３０と同様に、用紙３２上に設定した所定の領域
の特徴を読み取って符号化画像として用紙３２に印刷することが想定され、これにより、
用紙３２の表面の固有の特徴を持つ偽タグが得られる。
【０１６２】
　このような偽タグの作成を防止するためには、タグ作成装置１２では、秘密鍵を用いて
暗号化するようにしている。また、タグ管理システム１０では、作成したタグ３０をデー
タサーバ１６に登録するようにしている。
【０１６３】
　秘密鍵を用いてデータを暗号化し、公開鍵を用いて復号化する場合、復号化は簡単に行
うことができるが、この公開鍵によって正確な復号化が可能となる暗号化が困難となる。
これにより、暗号化した符号化画像５０を用紙３２に印刷しても、タグ認証装置１４で認
証されないことになる。
【０１６４】
　なお、暗号化としては、復号するときに秘密鍵を用いる手法もあるが、この場合、認証
が制限される（秘密鍵を持つもののみが認証可能となる）ので、偽タグが作成されるのを
抑える効果が低くなることから、認証側では、公開鍵を用いることが好ましい。
【０１６５】
　一方、真物のタグ３０をデータサーバ１６に登録することにより、偽タグで符号化画像
５０と用紙３２上の認証領域５４を照合した結果、真物であると判定されても、その偽タ
グは、データサーバ１６上に登録されていないことになるので、用紙３２の照合領域５４
とデータサーバ１６に登録している登録画像データと照合ができないか、照合結果から偽
タグと判定されることになる。
【０１６６】
　したがって、秘密鍵を用いた暗号化ないし、データサーバ１６への登録の何れか少なく
とも一方を実行することにより、精巧に真似られても、的確な真偽判定が可能となる。
【０１６７】
　なお、秘密鍵を用いた暗号化を行わずに、データサーバ１６への登録のみを行うように
してもよいが、この場合、データサーバ１６のセキュリティ性を高くし、第三者によるデ
ータの書換えや登録が行われることが無いようにすることが好ましい。
【０１６８】
　このように、タグ管理システム１０では、タグ３０を形成する用紙３２の表面に沿った
ランダム性を有する特徴を用いることにより、タグ３０の偽造等がなされるのを防止しな
がら、タグ３０の真偽判定をすることにより、該当するタグ３０が添付されている商品の
真偽を的確に判別することができる。
【０１６９】
　また、このようなタグ３０を用いるときには、タグ３０の認証に先立って、品物の包装
状態、梱包状態等から、タグ３０の貼り替えや付け替えがなされていないを確認する必要
があり、これにより、真物のタグ３０が使いまわしされてしまうことにより、偽物の商品
に真物のタグ３０がつけられたために、商品の真偽の判別がつかなくなってしまうのを防
止することができる。
【０１７０】
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　このために、タグ３０としては、貼り替えが利かないものや、貼り替えが行われたとき
には、それが文字等によって現れて明確になる構成を付加するようにしても良い。
【０１７１】
　また、タグ３０のタグ情報として、タグ３０の有効期限等の時間情報を付加し、時間情
報を含めてタグ３０の認証を行うようにしてもよく、これにより、一つのタグ３０を長期
的に使いまわしされてしまうのを防止することが可能となり、少なくとも、多量の偽物が
出回ってしまうのを抑えることができる。
【０１７２】
　さらに、商品の製造過程では、一次加工された商品が、さらに、別の工場や会社で二次
加工されることがある。このようなときには、一次加工品として製造したときに、タグ３
０を作成して添付し、出荷時や、二次加工工場への搬入時にタグ３０の認証を行うことに
より、二次加工工場に偽物の一次加工品が搬入されるのを防止することができる。
【０１７３】
　このときに、二次加工品に、新たに作成したタグ３０を添付するようにしてもよく、こ
のときには、一次加工品に添付しているタグを的確に回収する、破く、インク等を用いて
少なくとも符号化画像５０や認証領域５４をつぶす（汚す）などして、適正な情報読み取
りが困難となるようにすることが好ましい。
【０１７４】
　また、二次加工品として出荷するときに、一次加工品に添付したタグ３０を用いるとき
には、このタグ３０に二次加工に関する情報をタグ情報として含ませると共に、管理用の
データベース（データサーバ１６）の登録情報の更新を行うようにすることが好ましい。
【０１７５】
　また、タグ管理システム１０では、商品の流通過程や保管過程等において、抜き打ち的
に認証を行ったり、データサーバ１６との登録情報との照合を行うようにしてもよく、こ
れにより、商品の的確な流通管理が可能となると共に、流通過程において偽物が混入して
しまうのを防止することが可能となる。
【０１７６】
　なお、以上説明した本実施の形態は、本発明を限定するものではない。例えば、本実施
の形態では、タグ３０を作成する用紙３２からの登録画像データの読み取りや、タグ３０
からのコード画像４８、符号化画像５０ないし認証領域５２の読み取りに、スキャナ２０
、２６を用いたが、このスキャナ２０、２６は、フラットベット型であっても良く、用紙
を自動送りしながら読み取りを行うオートフィード型であっても良く、また、ハンディス
キャナであっても良い。さらに、スキャナに限らず、デジタルカメラ等の適用が可能であ
る。
【０１７７】
　すなわち、画像読み取りは、ＣＣＤラインセンサ、ＣＣＤエリアセンサなどの、所定の
解像度を有する任意の撮像手段と、画像読み取りに用いる光源の適正な組合せによって行
うことができる。
【０１７８】
　また、本実施の形態では、タグ３０を形成する個体として紙（用紙３２）を適用して説
明したが、本発明のタグの材質及び形状はこれに限るものではない。印刷技術の向上によ
って樹脂プレートには勿論、ブロック状の個体への高品質の印刷が可能であることから、
タグとしては、表面に制御不能なランダム性を有する凹凸や、透過光の分布に制御できな
いランダム性を有するものであれば、任意の材質を用いることができる。
【図面の簡単な説明】
【０１７９】
【図１】本実施の形態に物品管理システムとして適用したタグ管理システムの概略構成図
である。
【図２】タグ管理システムを形成するタグ作成装置とタグ認証装置の概略構成を示すブロ
ック図である。
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【図３】本発明を適用したタグの一例を示す概略図である。
【図４】（Ａ）はタグを形成する用紙の概略図であり、（Ｂ）は用紙の登録領域から読み
取った登録画像の一例を示す概略イメージ図である。
【図５】（Ａ）及び（Ｂ）は真偽判定の試験の説明に用いる概略イメージ図であり、（Ａ
）は登録画像を示し、（Ｂ）は照合画像を示している。
【図６】真偽判定の試験における登録画像と照合画像の相関値の演算を説明するイメージ
図である。
【図７】（Ａ）～（Ｃ）は相関値の分布の概略を相関値の最大値及びノーマライズド・ス
コアと示すイメージ図である。
【図８】第１の照合画像の相関値の分布を示す線図である。
【図９】第２の照合画像の相関値の分布を示す線図である。
【図１０】第３の照合画像の相関値の分布を示す線図である。
【図１１】偽物が真物と判定される確率の高いケースの相関値の分布の一例を示す線図で
ある。
【図１２】ＦＲＲ確認の試験における読取領域の位置を示す概略図である。
【図１３】本実施の形態でタグ作成処理の一例を示す流れ図である。
【図１４】本実施の形態でタグ認証処理の一例を示す流れ図である。
【符号の説明】
【０１８０】
　　　　１０　　タグ管理システム（物品管理システム）
　　　　１２　　タグ作成装置
　　　　１４　　タグ認証装置
　　　　１６　　データサーバ
　　　　１８　　ＰＣ
　　　　２０　　スキャナ
　　　　２２　　プリンタ
　　　　２４　　ＰＣ
　　　　２６　　スキャナ
　　　　３０　　タグ
　　　　３２　　用紙
　　　　３４　　登録画像入力部
　　　　３８　　印刷処理部
　　　　４０　　画像変換部
　　　　４２　　画像符号化部
　　　　４４　　タグ情報入力部
　　　　４８　　コード画像
　　　　５０　　符号化画像
　　　　５２　　登録領域（第１の領域）
　　　　５４　　認証領域（第２の領域）
　　　　５８　　データ登録部
　　　　６０　　照合画像読部
　　　　６８　　復号化部
　　　　７０　　照合部
　　　　７２　　判定部
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