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有価陶磁器製品に対する人工物メトリクス適用のための研究
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概要：偽造品は，ブランドホルダの知的財産権を侵害するとともに，買い手に金銭的・心理的なダメージを
与える．筆者らは，日々製造される有価陶磁器がブランドメーカによって製造されたこと（真正性）を検証
できる新しい人工物メトリクスを提案する．この方式では，個々の製品の特徴情報を抽出するための材料
として透明なガラス蛍光体を用いるため，同じガラス質である釉薬や絵の具との相性が良く，これらがも
たらす色に影響を与えない．また，釉薬の塗布や絵付けという行為によって人工物に材料を付着させるた
め，工房のマイスタに追加的な作業を求めない．さらに，個々の製品の登録や検証が非接触かつ短時間に
できるため，製品に影響を与えることがない．筆者らは，基礎的な実験によって本方式の有効性を示した．
キーワード：人工物メトリクス，真正性，ガラス蛍光体，光励起，赤外線スペクトル画像
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Abstract: Counterfeit product infringes intellectual property rights which the brand holder has and delivers
ﬁnancial and psychological damage to buyer. The authors propose a new method in which the fact that a
porcelain product is actually produced by the brand-holder company. The material used in this method is
transparent, the color tone created by the master artisan are not aﬀected. As the material is applied on to
the product in the process of enameling or glazing, no additional work process is required. Furthermore,
because the method does not require UV or radioactive rays in registration and veriﬁcation of products,
potential hazards to the human body or product are eliminated. The authors also indicate high feasibility
by showing results of the elementary experiments.
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1. はじめに

に目をつけてこれらの偽造品を製造・販売する事業者がい
る [1], [2] ことは，他の偽ブランド品のケースと同様に看過

有名なブランドメーカや窯元によって製造された有価陶

できない問題である．なぜならば，彼らはメーカや窯元の

磁器製品は人気があるため高値で売買されるが，そのこと

知的財産権を侵害しているとともに，買い手を欺いて不正
な利益を得ているからである．
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陶磁器メーカでは，日々製造している製品の真正性を示
すために「ブランド名」や「ID 番号」を刻印・ペイントし
たものを製品として出荷している（たとえば，成形した粘
土にブランド名を刻んだり，底面に ID 番号を絵付けした
りしている）．しかしながら，これらを再現した偽造品が
本論文の内容は 2013 年 10 月のコンピュータセキュリティシン
ポジウム 2013 で報告され，同プログラム委員長により情報処理
学会論文誌ジャーナルへの掲載が推薦された論文である．
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製造・販売されている [3] ため，上記の手法は真正性を証
明するための決め手になり得ていない．一般的に，有価陶
磁器製品の真正性を迅速に判定することは難しく，判定に
は長年の経験と知識，高いスキル（いわゆる「目利き」
）が
必要である．このため，目利きの能力が低い場合，誤って
偽造品を仕入れたり，偽造品を真正品として販売したりす
るリスクがある（高級皮革製品のケースでは，偽造品であ
図 1 人工物メトリック・システムの基本構成

ることをバイヤが見抜くことができず，真正品として百貨

Fig. 1 Schematic diagram of artifact-metrics system.

店が消費者に販売したという事案がある [4]）．
筆者らは，紙幣などの有価証書と同様に，有価陶磁器製
品においても偽造品の製造を困難にするとともに，目利き

るがその抽出は容易ではない．陶磁器の場合，焼成（陶土

の能力が高くなくても真正品か否かを判定できる技術の確

や釉薬，絵の具の焼き固め）によって偶発的かつ無作為に

立が必要であると考えている．なお，これらの製品は意匠

生じる「表面の凹凸」や「微小なひび割れ」
，
「表面の色合

（表面の色や，絵付けによって表現された図柄とその色）が

い」は特徴情報になりうる．このため，CCD カメラ付き

重要視されることから，上述の技術には製品の意匠を損な

のマイクロスコープを用いて陶磁器の表面を拡大した画像

うリスクが低く，工房のマイスタや職人に追加的な作業を

をあらかじめ撮影・登録しておき，検証時に撮影した同じ

求めないことが必要であると考えている．

個所の画像と比較することによって真正性を判定すること

今回筆者らは，日々製造される個々の有価陶磁器製品に

は技術的には可能である．しかしながら，マイクロスコー

適用できる可能性があり，かつ製造された製品が真正品で

プによって撮影できる範囲は微小*1 であるため，
「登録時に

あること（真正性）を機械的に判定できる可能性を持った

撮影した領域」と「検証時に撮影する領域」を特定するの

手法を考案したので紹介する．本論文では，以下の流れに

に時間がかかることが予想される（領域の特定を容易にす

沿って論述を展開する．2 章では，本論文のキーワードで

るために製品に対して可視のマーキングを施せば，製品の

ある人工物メトリクスの概要を述べたあと，本論文におけ

意匠を損なうことになる）
．

る人工物メトリクスの要件と本論文で設定する前提条件

このため，人工物メトリック・システムでは特徴情報を

を述べる．3 章では，筆者らが提案する手法の詳細を述べ

抽出しやすくするために，人工物に材料を添加したり当該

る．4 章では，筆者らの手法の実現可能性を検証するため

材料に特化した情報抽出手法を用いたりする．たとえば，

に行った基礎的な実験とその結果を述べる．5 章では，提

文献 [6] では細かい磁性ファイバ（材料）を漉き込んだ紙

案手法について考察する．

を証書（人工物）として使用しており，磁気ヘッドを用い

2. 準備
2.1 人工物メトリクスについて

て個々の証書の表面をスキャンすることで特徴情報（磁気
信号）を抽出している．本論文の付録 A. に，これまでに
提案されてきた人工物メトリクスで使用されている特徴情

人工物メトリクス（Artifact-metrics）とは，
「人工物が持

報とその特性を示す．このうち，文献 [6], [7], [8], [9], [10]

つ固有の特徴を用いて，人工物の認証を行う技術」である

のように人工物に材料を添加する手法では，材料が持つ光

と定義されている [5]．バイオメトリクスでは個人の身体的

学特性，磁気特性，振動特性を用いて人工物の真正性を判

特徴や行動的特徴を認証手段として用いるのに対して，人

断している．

工物メトリクスでは人工物の製造過程で偶発的に形成され
る固有の特徴（特徴情報）を認証手段として用いる．人工

2.2 人工物メトリクスの要件

物の真正性はバイオメトリクスと同様に，あらかじめ登録

本節では，本論文における人工物メトリクスの要件を述

されている人工物の特徴情報と，計測器が読み取った特徴

べる．はじめに，特徴情報を抽出しやすくするために人工

情報とのマッチングにより判断する．人工物メトリクスを

物（陶磁器）に添加する材料は，焼成によって生じる発色

実装したものを「人工物メトリック・システム」といい，こ

（陶土や釉薬，絵の具がもたらす発色）に影響を与えず，人

れを構築・稼動させることで人工物の真正性を確認できる．

体や環境に対して無害であることが望ましい．次に，人工

図 1 に基本構成を示す．当該システムでは，あらかじめ人

物に対する材料の添加は，可能な限り工房のマイスタや職

工物の特徴情報を読み取って参照データを生成し，これを

人に追加的な作業を求めないことが望ましい．また，特徴

データベース化して保存しておく．真正性を判定する際に

情報を抽出する手法は，製品に影響を及ぼさないことが望

は，判定の対象となる人工物から特徴情報を読み取り，参
照データとの整合性を確認することで判定結果を出力する．
微視的にみると，個々の人工物の特徴情報はすべて異な
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*1

マイクロスコープの場合，実視野（mm）は CCD カメラの撮像
素子の大きさ（縦 × 横）÷ 対物レンズの倍率で算出できる．た
とえば，1/2 インチ CCD カメラと 10 倍レンズを用いたマイク
ロスコープの場合，実視野は 0.48 × 0.64（mm）である．
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ましい．以上のことから，本論文における人工物メトリク
スの要件として，以下の 4 つを設定する．

• 要件 1：人工物に添加する材料は，陶土や釉薬，絵の
具がもたらす色に影響を与えるリスクが低い（材料の
添加によって意匠を損なうリスクが低い）
．

• 要件 2：上記の材料は，人体と環境に影響を及ぼすリ
スクが低い．

• 要件 3：上記の材料の人工物への添加は，工房のマイ
スタや職人が行う作業内容を変更することなしに実施

図 2 板状に成形したガラス蛍光体

できる．

Fig. 2 Glass phosphor as a plate.

• 要件 4：製品に影響を及ぼさないようにするために，
製品の特徴情報の抽出作業として撮影を採用する．こ

条件 6：筆者らは，筆者らが提案する人工物メトリクスを

れは，製品に振動を与えたり読み取り装置を接触させ

陶磁器に対して適用することを考えているが，今回は

たりすることなく短時間に特徴情報を抽出できるため

陶器を用いて有効性を検証する．これは，磁器に比べ

である．

て炉中で多少の温度変化があっても焼成ができるため，
安価な電気炉でも有効性を検証できるからである．

2.3 前提条件
本論文では，議論の範囲を明確にするために，以下に示
す前提条件を設定する．

3. 提案方法
3.1 人工物に添加する材料

条件 1：本論文では，メーカが日々製造している製品を議

筆者らは，要件 1 と要件 2 を満たす材料として，光励起

論の対象とする．つまり，すでに出荷されていて市場

により近赤外線（ピーク波長 1,000 nm）を発光する透明度

に出回っているものや収集家が保管しているもの（ア

の高いガラス蛍光体 [11] に注目した．このガラス蛍光体

ンティークなど）は議論の対象外である．

は，
「少量の酸化希土類」と「担持ガラス」を混ぜ合わせた

条件 2：本論文では，筆者らが提案する人工物メトリクス
が持つ潜在能力（陶磁器製品の真正性を確認できる可

粉末を溶融することによって得られるもので，以下の特徴
を持つ．

能性があること）について議論する．筆者らは提案手

• 比較的入手しやすい酸化希土類を使用しており，担持

法を実装していないため，人工物メトリック・システ

ガラスとの重量比が数%程度であるため，低コストで

ムに関する詳細な議論（たとえば，パターン照合装置

生成できる．

の性能や耐クローン性の評価）は行わない．

• 主成分がガラスであるため，ガラス質である釉薬や絵

条件 3：偽造品とは，メーカの製造工程を経ずに作製され

の具との相性が良く，融点が 1,250 度よりも低いため

た製品であり，かつメーカによって作製されたという

陶器（1,250 度前後）や磁器（1,300 度前後）の焼成過

偽の主張（意匠や刻印の偽装など）を施している製品

程で釉薬や絵の具と一体化して製品に溶着する．

を指す．

• 人体（肌や皮膚など）や環境に害を及ぼすリスクが

条件 4：筆者らは，筆者らが提案する人工物メトリクスを

低い．

実装していない（実装とは，2.1 節で述べたように人

ガラス蛍光体が持つ色と透明度，励起光から赤外線への

工物の特徴を登録したり，真正性の判定結果を出力し

変換効率は，配合する酸化希土類の種類とその比率，坦持

たりすることができるシステムを構築し，これを稼動

ガラスの組成によって決定される．筆者らは，これらの調

させることである）．しかしながら，筆者らの手法を

整を行った結果，着色を抑制しつつ赤外線の発光率と透明

本論文の読者がイメージしやすくするために，信頼で

度を向上させたガラス蛍光体の作製に成功した（図 2 参

きる人工物メトリック・システムと信頼できるプレイ

照*2 ）
．筆者らは，このガラス蛍光体を人工物（陶磁器）に

ヤが存在するという仮定のもとで論述を展開する．

添加できる可能性がある材料として選定し，以降の節で添

条件 5：プレイヤとは，
「メーカ」
，
「ショップ（正規代理店
や商社，古物商）
」
，および「消費者」を指す．メーカは，
人工物メトリック・システムを用いて製造した製品の
特徴情報を登録する．ショップは，人工物メトリック・
システムを用いて調達した製品の真正性を確認する．
消費者は，ショップと同じように人工物メトリック・
システムを用いて購入した製品の真正性を確認する．
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*2

ガラス蛍光体の作製にかかる情報（化学式や試料の配合量など）
にはノウハウが含まれるため，本論文の執筆時点ではその詳細は
開示できない．ところで，
「本論文はガラス蛍光体の作製を主題
にしていないこと」
，
「悪意を持つものが，製品に添加されている
ガラス蛍光体を分析して作製にかかる情報を特定し，同じガラス
蛍光体を製造して偽造品を製造する可能性は考えられるものの，
後述する 3.5 節のように，ガラス蛍光体を用いた偽造品の製造は
困難であること」から，本論文の執筆時点においてガラス蛍光体
の作製にかかる情報を開示しなくても，3 章で提案している筆者
らの手法の学術的意義が失われることはない．
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陶磁器の製造プロセス

Fig. 3 Fabrication process of pottery and porcelain.
図 4 図 3 の (4)〜(8) の製造プロセス

Fig. 4 Fabrication process from Fig. 3 (4) to (8).

加方法と特徴情報としての抽出方法を提案するとともに

4 章においてこのガラス蛍光体を人工物（陶器）の表面に
添加させた実験を行う．
現時点におけるガラス蛍光体には薄い青の着色があるた
め，人工物の表面にこれを添加した場合，ガラス蛍光体の
存在を目視により確認できる可能性がある（つまり，陶土
や釉薬，絵の具がもたらす色に影響を与える可能性があ
る）
．また，焼成によって赤外線を発光するという機能が失
われる可能性がある．このため，4 章で行う実験では，以
下の 2 点を確認することをあらかじめ述べておく．

• 視認の困難性：ガラス蛍光体が持つ色を考慮して，人
工物には少量のガラス蛍光体を添加して焼成するが，
これによる薄い青の着色を視認しにくいこと（つまり，
ガラス蛍光体が添加されていることを目視で確認しに
くいこと）を確認する．

• 赤外線の発光：視認の困難性を確認するために，人工
物には少量のガラス蛍光体を添加するが，当該量で
あっても赤外線の発光を観測できるとともに，焼成に
よってガラス蛍光体が持つ赤外線発光機能が失われな
いこと（光励起によって赤外線を発光すること）を確
認する．
なお，2.2 節で述べた要件 1 では，
「人工物に添加する材
料は，陶土や釉薬，絵の具がもたらす色に影響を与えるリ
スクが低いこと」と述べているため，ガラス蛍光体は無色
透明であることが望ましい．今後，筆者らは無色透明なガ
ラス蛍光体を製造することを目標とし，継続して着色の除
去に努める．

3.2 製品の製造工程と材料の添加方法
図 3 は，製品の製造工程全体を示している（陶器・磁
器ともに製造工程は同じである）．製造工程は 8 つあり，

(1) 陶土の原材料（粘土，陶石）の粉砕，(2) 粉砕した粉の
精製と陶土生成，(3) 成形，(4) 素焼き，(5) 釉薬の塗布，

(6) 焼成，(7) 絵付け，(8) 焼成が含まれる．図 4 は，図 3
の (4) から (8) までの工程を，皿を例として示している．
素焼きの皿は，釉薬に浸して乾燥させたあと焼成する（磁

c 2014 Information Processing Society of Japan


器は約 1,300 度，陶器は約 1,250 度）．この焼成によって，
釉薬はガラス化して皿全体をカバーし，絵付けに最適な滑
らかな表面を形成する．皿に絵付けをしたあと，低めの焼
成温度で絵の具を焼き固めることで製品を完成させる．
筆者らは要件 3 を満たすために，釉薬や絵の具の塗布と
いう作業の中で人工物にガラス蛍光体を添加する方法を提
案する．これは，粒径の細かなガラス蛍光体の粉末（平均
粒径が 2.0〜3.0 µm のもの*3 ）を含んだ釉薬や絵の具を信
頼できる事業者（ガラス蛍光体の組成とガラス蛍光体その
ものを機密情報として適切に取り扱える事業者）が製造し，
工房に納品することで実現できる．これにより，工房での
製造工程に変更が発生せず，マイスタや職人によるこれま
での作業の中でガラス蛍光体を人工物に添加できる．
釉薬や絵の具に含まれるガラス蛍光体の粒子は，釉薬の
塗布または絵付けのあとに実施する焼成の工程で，釉薬や
絵の具の成分とともに人工物の表面に溶着する．このと
き，
「粒子の位置と粒子どうしの結合の度合い」が偶発的
かつ無作為に決まり，製品ごとに異なる値になる．筆者ら
は，これらを人工物の特徴として用いる．

3.3 特徴情報の抽出方法
筆者らは，要件 4 を満たしつつ人工物の特徴を抽出する
ために，照射範囲が広い励起光を人工物の表面に照射しな
がらその様子をカメラで撮影する方法（つまり，光励起に
よってガラス蛍光体が近赤外線を発光している様子を撮影
する方法）を提案する．
この方法によって，人工物に溶着しているガラス蛍光体
が発する赤外線の強度分布が得られる．強度分布は「ガラ
ス蛍光体の分布」と「ガラス蛍光体の実効的な厚さ」
，
「ガ
ラス蛍光体表面での屈折の度合い」に依存するものであ
り [11], [12], [13]，前述した「粒子の位置と粒子どうしの結
合の度合い」によって決定づけられる．提案手法では「粒
*3

当該粒径を持つガラス粉末は「ガラスフリット」と呼ばれ，生活
材から産業材まで幅広く使用されている．また，当該粒径は片栗
粉（30〜40 µm）やコーンスターチ（〜15 µm）よりも小さい．
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子の位置と粒子どうしの結合の度合い」を人工物の特徴と
し，特徴情報（たとえば，赤外線の発光強度分布）の抽出
を励起光の照射と赤外線の観測によって行う．
なお，複数の角度から撮影された画像（赤外線の強度分
布）と撮影に使用した光学系のパラメータを図 1 に示す参
照データに登録しておくことで，画像処理による製品の真
正性の判定が可能になる．提案手法は，特徴情報を非接触
かつ短時間で抽出できるとともに，特徴情報を抽出するた
めに紫外線や放射線を照射しないため，製品に影響を及ぼ
すリスクが低い．
筆者らの方法は，本論文の付録 A. において示された光

図 5 FAR・FRR と閾値の設定

Fig. 5 Conﬁguration of FAR/FRR and threshold.

学特性を用いた人工物メトリクスのカテゴリーにおいて新
規に追加される可能性がある手法である．提案手法は人工

であるか否か（真正品 A であるか否か）の判定を行い，判

物に添加する材料が持つ光学特性を利用するが，当該材料

定時に使用する閾値を適切に設定することである．

が照射光を受けて赤外線を自ら発光している様子を観測す

ここで，理解をスムーズに進めるために，本人認証装置

るという新しい手法である．このため，本論文の付録 A.

における閾値の設定と類似度について説明する．図 5 に

で示した他の手法のように，人工物に光を照射した際に観

示すように，閾値は，本人データと他人データの類似度分

測される照射光の反射成分や照射光の透過成分を利用する

布と関係がある．本人データの類似度分布は 1（= 完全一

ものではない点が大きく異なる．

致）の近くにピークを持つ分布となり，他人データの類似

また，本論文の付録 A. では磁気特性や電気特性，振動

度分布は 0 の近くにピークを持つ．理想的な分布ではこれ

特性を用いる手法を紹介しているが，磁気特性を用いる手

ら 2 つが重なることはないが，現実には撮影条件によって

法では人工物表面の磁気を読み取るために読み取り装置を

両者のすそ野あたりに重なりが生じる．

人工物に接触させる必要があり，電気特性を用いる手法で

本人認証装置では，閾値を設置して本人であるか否かの

は人工物の電荷量や周波数を観測するためにプローブを接

判定を行うのだが，判定の際に，他人を本人として判定す

触させる必要がある．また，振動特性を用いる方法では人

る率 FAR（False Acceptance Rate）と，本人を他人として

工物に振動を与えることでマイクロ波の反射成分や周波数

判定する率 FRR（False Rejection Rate）が発生する．本

分布を観測している．これらに対して，提案手法では人工

人認証装置において高い認証精度を実現させるためには適

物に励起光を照射しながらガラス蛍光体による赤外線の発

切な閾値の設定が必要であり，閾値は本人認証装置の開発

光の様子を撮影により観測する．これにより，人工物に触

途上における実験や本人認証装置を設置して運用している

れたり振動を与えたりせずに特徴情報を抽出できるため，

フィールドからのフィードバックによって適切な値になっ

接触や振動によって製品に影響を及ぼすことがない．

ていく [14]．
これらのことから，提案手法を実装する際には，上記と

3.4 FAR・FRR と閾値について

同様のアプローチで「真正品 A のデータ類似度分布」と「真

製品の真正性を検証するためには，図 1 に示す参照デー

正品 A 以外の類似度分布」を算出したあと，実験やフィー

タに保存されている特徴情報と，真正性の検証のために抽

ルドからのフィードバックによって閾値を適切に設定する

出した特徴情報がマッチすることを調べるとよい．

ことによって，懸念される可能性（真正品であっても偽造品

ところで，一般的には特徴情報を抽出する光学系には個

であると判断されること）を低減できると考えられる．も

体差があり，光学系に定期的な補正を施していても撮影の

し，上述した閾値の設定が適切でない場合，真正品を偽造

ための環境条件（たとえば，人工物に対する励起光の照射

品として判断するだけでなく，ブルート・フォース攻撃 [15]

量とその角度，カメラと人工物との距離，カメラの焦点と

やウルフ攻撃 [15]，ハード・コピー攻撃 [15] を受けて，偽

絞り，撮影範囲など）は少しずつ変化するため，参照デー

造品を真正品であると認識してしまう可能性が高まる．

タに保存されている特徴情報と検証のために抽出した特徴

現在のところ，筆者らは特徴情報のマッチングを行うシ

情報が完全に一致することはない．このままでは，真正品

ステムを構築していないが，バイオメトリクスを特徴情報

であっても偽造品と判断してしまう可能性がある．
上述した課題（真正品の誤判定）の解決方法は，筆者ら

とする本人認証装置を参考にしながら，FAR・FRR の設
定と適切な閾値の設定について検討していく予定である．

が提案する方法と同じように光学系を用いてバイオメトリ
クスの特徴情報を抽出している本人認証装置に見い出すこ
とができる．具体的には，特徴情報の類似度を使って本人
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3.5 特徴の偽造困難性
本節では，
「粒子どうしの結合の度合い」と「ガラス蛍光

1996

情報処理学会論文誌

Vol.55 No.9 1992–2007 (Sep. 2014)

図 6 赤外線のパス

Fig. 6 Infrared light pass.
図 7 Z 軸方向への発光の試み

体表面での屈折の度合い」との関係を解説することで，特

Fig. 7 Approach of IR emission to Z axis.

徴の偽造が困難であることを述べる．光励起されたガラス
蛍光体は近赤外線を発光するが，屈折率が 1 より大きいガ
ラス蛍光体の中から屈折率がほぼ 1 である空気中に赤外線
が出るパスには以下に示す 3 つがある（図 6 では粒子を丸
く表現しているが，実際にはランダムな凹凸を持つ形状が
観測される．また，粒子は 3 つのうちの 1 つまたはそれぞ
れを組み合わせたパスを持つ）
．

(1) 粒子の界面で屈折することなしに粒子から出るパス
(2) 粒子の界面で屈折したあとに粒子から出るパス

図 8

赤外線の透過・反射・屈折

Fig. 8 Transmission, reﬂection and inﬂection of IR.

(3) 粒子の界面で屈折を続けることで粒子から出ないパス
焼成の前には結合していなかった個々の粒子は，焼成の
工程で偶発的かつ無作為に結合して大きな粒子を形成す
る．これにより，ガラス蛍光体の実効的な厚さとその表面
の形状（屈折の度合い）が偶発的かつ無作為に決まる．こ
れらはカメラのイメージセンサに届く赤外線のパスに影響
をもたらすことから，観測される赤外線の画像は観測点に
よって異なる．
このため，真正品を入手して複数の角度から赤外線が発
光している様子を撮影したあと，撮影された画像を参考に
しながら不正に入手したガラス蛍光体の粒子を（炉で焼成
させずに常温の環境下で）偽造品の表面に付着させるとい
う方法により特徴の偽造が試みられたとしても，撮影され
た複数の画像と完全に一致するように光のパスを考慮しな
がら，平均粒径が 2.0〜3.0 µm の粒子の 1 つ 1 つを操作し
て偽造品の表面に付着させることは物理的に困難である*4 ．
たとえば，X 軸，Y 軸，Z 軸からなる 3 次元空間において，

過して Z 軸方向に進むが，図 8 に示すようにその量は一
部にとどまり，残りの赤外線は上位に位置する粒子の表面
で反射または屈折するため，Z 軸方向以外にも赤外線が放
射される．
実際には，
「粒子中を赤外線が透過する割合」や「粒子表
面における反射または屈折の度合い」は粒子ごとにすべて
異なるため，積み重ねる粒子の位置や個数を調整しても偽
造者の目的を達成することはできない．
また，高温の炉の中で溶解している粒子を操作すること
（流体の制御）は，上記の操作（固体の制御）以上に困難な
ことである．なぜならば，ガラス蛍光体は約 1,000 度で溶
解しはじめ，焼成中（1,250 度〜1,300 度）は完全に溶解し
ているため，炉の中では粒子は固体ではなく流体として存
在している．このため，図 7 のように Z 軸方向に粒子を積
み重ねても，熱と重力によって粒子の形状は変化するため，
粒子を規則正しく積み重ねることができないからである．

偽造者は Z 軸方向にのみ赤外線を発光させ，当該軸におけ
る赤外線の発光の強弱を制御したいと考えていると仮定す
る．この場合，一見すると図 6 の (1) に示すような光のパ
スを持つ粒子を探し出し，図 7 に示すように Z 軸方向に
粒子を積み重ねていき（つまり，大きな粒子に見立てる）
，
その個数を調整することにより赤外線の発光の強弱を制御
できるように思われる．確かに，Z 軸の下位に位置する粒
子から出た赤外線は，当該粒子の上位に位置する粒子を透
*4

提案手法によって，真正品の陶磁器の表面に溶着するガラス蛍光
体は図 2 と同様に透明であるが，ガラス蛍光体の粉末は光の散乱
によって白色を呈している．このため，
（可能性はきわめて低い
が）上記のようにして偽造品の陶磁器の表面にガラス蛍光体の粒
子を付着させることができたとしても，真正品の陶磁器の表面の
色が白色ではない場合には，できあがった偽造品は真正品とは異
なる外観を持つ可能性があることを，合わせて述べておく．
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4. 実験
今回使用するガラス蛍光体には薄い青の着色がみられる
ため，3.1 節で述べたように少量のガラス蛍光体を人工物
に溶着させて実験を行うのだが，これによる薄い青の着色
を視認しにくく，かつ，光励起によって赤外線を発光する
ならば，筆者らのアイデアの実現可能性と現段階における
ガラス蛍光体の潜在能力が確認できる．筆者らは，上記の

2 点を確認するために 2 つの実験を行う．実験では，ガラ
ス蛍光体を溶着させる人工物として陶器を使用する．これ
は，磁器に比べて炉中の温度管理が容易であり，安価な電
気炉で焼成できるためである．
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図 10 粒子の厚みによる見え方の違い

Fig. 10 Diﬀerence in vision between the glass phosphor is
spread out or not.

図 9

粒子の分散前と分散後の様子

Fig. 9 Diﬀerence between the glass phosphor is spread out or
not.

4.1 実験 1
はじめに，前者（視認の困難性）に関する実験を行う．
筆者らは，青色を視認しやすくするために白色の素焼き陶

図 11 ガラス蛍光体を溶着させた皿とそうでない皿

Fig. 11 Diﬀerence between the glass phosphor is deposited or
not.

器皿を使用し，以下の要領でガラス蛍光体を溶着させた皿
とそうでない皿を 5 枚ずつ，計 10 枚製造した．なお，筆

るが，ガラス蛍光体の存在を視認しにくいことが分かる．

者らは釉薬の塗布または絵付けにおいてガラス蛍光体を添

次に，60 人の被験者に対して実験の趣旨と今回使用す

加することを提案しているが，釉薬や絵の具に対するガラ

るガラス蛍光体の特徴を説明したあと，それぞれの被験者

ス蛍光体の適切な配合量を探るとともにガラス蛍光体の量

に対して以下の要領で視認の困難性に関するテストを実施

が少なくても効果を発揮することを確認するために，便宜

した．

上下記の ( 1 ) と ( 2 ) を実施する．

( 1 ) 実験者は，被験者の視線が届かないところで 10 枚の

( 1 ) 素焼きの皿を，焼成後に無色透明となる釉薬に浸して
取り出し，乾燥させる．

皿の中から 5 枚の皿を無作為に選ぶ．

( 2 ) 実験者は，選択した皿を被験者の前に置き，15 秒間観

( 2 ) 乾燥させた 10 枚の皿の中から無作為に 5 枚の皿を選

察させたあと，それぞれの皿についてガラス蛍光体を

ぶ．次に，選んだ 5 枚の皿の表面片側の一部に，ガラ

溶着させたものか否かを回答させる．なお，被験者は

ス蛍光体の粉末とエタノールの混合液を塗布して乾燥

皿を手に取って観察できるが，皿の裏面を見ることは

させる．その後，ガラス蛍光体を塗布した部分を指で

できない（ガラス蛍光体が溶着している皿にだけ目印

均すことで粒子を周囲に分散させてガラス蛍光体の層

をつけているためである）
．

を薄くする．

( 3 ) 被験者が回答したあと，実験者はそれぞれの皿の裏面

( 3 ) 皿を炉に入れる．炉の温度を 8 時間かけて 1,230 度ま

を確認し，被験者の回答と一致していれば皿 1 枚につ

で上昇させたあと，炉を自然冷却させる．次に，皿を

き 10 点を加点する．なお，実験者は被験者に対して

炉から取り出し，ガラス蛍光体を溶着させた皿 5 枚の

回答の正誤を通知しない．なぜならば，皿の表面には

裏面にだけ目印をつける．

微量のススや細かな傷が付着しているため，これを目

上記の ( 2 ) による分散による違いが分かるようにするため

印にして被験者が皿ごとの正誤を記憶できないように

に，図 9 に示すような皿を 1 枚用意した．粒子を分散させ

するためである．

る前（左側破線部）と分散させた後（右側破線部）の見え
方を比較すると，分散させた後の方が粒子の層が薄くなる
ため，粒子の存在を視認しにくいことが分かる．

( 4 ) 実験者は，( 1 )〜( 3 ) を 10 回繰り返して被験者ごとの
正答率を計算する．
表 1 は，被験者ごとの正答率を散布図として表したもので

図 10 に，図 9 の皿を焼成したものを示す．粒子を分

ある（縦軸：正答率，横軸：被験者，赤線：平均値）
．正答

散させなかった場合には薄い青の着色が見えるが，分散

率の最高値は 0.66，最低値は 0.24，平均値は 0.458 であっ

させた場合には着色を視認することが難しいのが分かる．

た．表 2 は，正答率を度数分布として表したものである．

図 11 に，ガラス蛍光体を溶着させた皿（左側）とそうで

正答率 0.4 以上 0.5 未満が最も多いことが分かる．これら

ない皿（右側）を示す．溶着させた箇所を破線で囲ってあ

のことから，ガラス蛍光体が少量であれば薄い青の着色を
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表 1 正答率の分散図

Table 1 Test results (scatter chart).

表 2

正答率の度数分布

Table 2 Graph of frequency distribution.

図 13 赤外線スペクトル画像

Fig. 13 Infrared spectral images.

図 12 赤外線の発光の観測

Fig. 12 Observation of Irradiation of IR rays.

視認しにくい（ガラス蛍光体の存在を目視で確認しにくい）

図 14 皿の角度と赤外線スペクトル画像

ため，現段階におけるガラス蛍光体には潜在的な有効性が

Fig. 14 Angle of the dish and infrared spectral images.

あることが確認できた．
示した 2 つの皿の画像を示す．ガラス蛍光体を溶着させた

4.2 実験 2
次に，後者（光励起による赤外線の発光）に関する実験
を行う．筆者らは，実験 1 で作製した 2 種類の皿につい
て，図 12 に示す要領で照射範囲が広い励起光（レーザ
光：808 nm）を照射させながらその様子をカメラで撮影し
た（赤外線スペクトル画像の取得）
．撮影では，近赤外線に
対する感度が高い InGaAs イメージセンサが組み込まれた
カメラを使用し，カメラのレンズ前面に近赤外線のみを透
過させる光学フィルタ（IR85，RG830）を取り付けた．
赤外線スペクトル画像では，赤外線の発光の強弱は輝度
の高低として表現される．図 13 の (a) と (b) に，図 11 で
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赤外線を発光すること（機能を失わないこと）
，少量でも赤
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報として採用できる可能性が高いことが分かった．
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5. 考察
本章では，提案手法における要件の充足度合いについて

表 3 他の材料とガラス蛍光体との比較

Table 3 Comparison between glass phosphor and other
material.

論じるとともに，偽造防止技術としての評価を行う．

5.1 要件の充足
5.1.1 要件 1
図 2 で示したように，現時点におけるガラス蛍光体には
薄い青の着色が見られる．このため，人工物にガラス蛍光
体を厚く塗布した場合には，陶土や釉薬・絵の具がもたら
す色に影響を与えるリスクが高いと考えられる．一方，実
験 1 の結果から明らかなように，人工物に添加するガラス
蛍光体の量を少なくした場合にはその存在の有無は視認し
にくいため，陶土やガラス，釉薬や絵の具がもたらす色に
影響を与えるリスクは低いと考えてよい．
以上のことから，現時点における提案手法は条件付き
（人工物に添加する量を抑えること）ではあるが要件を満た
している．なお，最近では希土類酸化物とニオブ酸化物を
用いた無色透明の高屈折率ガラスが開発されている [16] た

薬や絵の具を信頼できる事業者（ガラス蛍光体の組成とガ

め，ガラス蛍光体についても無色透明化は不可能ではない

ラス蛍光体そのものを機密情報として適切に取り扱える

と考えられる．筆者らは，目標とするガラス蛍光体を作製

事業者）が製造し，工房に納品することを提案している．

するために引き続き組成の検討を進めていくとともに，工

これにより，マイスタや職人による釉薬の塗布や絵付けに

房のマイスタや職人，鑑定家の方の目をもってしてもガラ

よってガラス蛍光体を人工物に添加できるため，工房での

ス蛍光体の添加の有無を見分けることが困難なことを陶器

製造工程に変更は発生しない．このことから，筆者らの手

と磁器の両方を用いた実験により証明していく予定である．

法は要件を満たすことができると考えられる．今後，筆者

ちなみに，ガラス蛍光体以外にも透明な材料は存在する

らはマイスタや職人にインタビューを行い，ガラス蛍光体

が，陶磁器に添加するためには表 3 中の下線で示した課題

の粉末を含んだ釉薬や絵の具の取扱いの良し悪しを検証し

を解決する必要があることから，現時点においてはガラス

ていく予定である．

蛍光体が優位である．

5.1.4 要件 4

5.1.2 要件 2

4.2 節で示したように，製品の特徴情報である赤外線ス

ガラス蛍光体の生成には少量の希土類（ネオジム，イッ

ペクトル画像は非接触で撮影でき，短い露光時間（シャッ

テルビウム，サマリウム，プラセオジウムなど）が必要不

タースピード）での撮影が可能である．このことから，筆

可欠であるが，希土類には明らかな毒性はみられないとい

者らの手法は要件を満たすことができる．なお，より短時

うのが専門家の意見である [19]．また，担持ガラスとなる

間かつ効率的に特徴情報を抽出するためには，製品のどの

材料（ホウ酸系，リン酸系の酸化物ガラス）は不燃性・不

部分にガラス蛍光体が溶着しており，どのようなパラメー

溶性のある安定した酸化物であるため，毒性は低いとされ

タを光学系に設定するのかを検証前に把握できるようにす

ている．たとえば，クリスタルガラスと呼ばれる透明度の

る必要があると考える（たとえば，溶着箇所と光学系のパ

高いガラスには酸化鉛が添加されているが，当該ガラスは

ラメータを図示した文書を製品とともに同封したりメーカ

食器として利用されていることから安全性が高いことがう

の Web ページで公開したりするなどが考えられる）
．

かがえる．さらに，希土類と担持ガラスの化合物であるガ
ラス蛍光体も，不燃性・不溶性のある安定した酸化物ガラ

5.2 提案方法の評価

スである．これらのことから，人工物に添加するガラス蛍

偽造防止技術を評価するためには，少なくとも「セキュ

光体は人体と環境に影響を及ぼすリスクが低く，要件を満

リティ」
，
「利便性」
，
「コスト」
，
「社会的受容性」について

たしている．なお，ガラス蛍光体の粉末を取り扱う際には，

検討を行うことが必要である [15]．筆者らは，4 章におい

他の薬品と同様に吸い込んだり目に入ったりすることがな

てガラス蛍光体の潜在的な可能性を見い出したが，提案手

いように留意する必要がある．

法を実装するには至っていない．このため筆者らは，それ

5.1.3 要件 3

ぞれについて，実験結果をもとに評価を行いつつ，実装に

筆者らは，粒径の細かなガラス蛍光体の粉末を含んだ釉
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5.2.1 セキュリティ
【提案手法の評価】

3.5 節で述べたように，製品の特徴を偽造するために光
のパスを考慮しながら粒径の小さいガラス蛍光体の粒子を

のためここでは仮に，ガラス蛍光体が 20 mm 四方に拡散
し，その層の厚みが髪の毛の太さ（0.08 mm）程度になっ
たと仮定する．
図 2 に示すガラス蛍光体（50 mm 四方，厚さ 3 mm）の

偽造品の表面に付着させたり，粒子の位置と粒子どうしの

重さは 22 g であるため，20 mm 四方，厚さ 0.08 mm にお

結合の度合いを炉の中で操作したりすることは物理的に困

けるガラス蛍光体層の重さは 0.094 g になる（なお，この

難である．このため，悪意を持った人が真正品とガラス蛍

値をもとにして釉薬や絵の具に対するガラス蛍光体の適切

光体を入手したとしても，それらを用いて 3.5 節で述べた 2

な配合量を算出することが可能となる）
．

つの偽造方法，つまり，積み重ねる粒子の位置や個数を調

図 2 のガラス蛍光体は，1 kg のガラス蛍光体から切り

整したり，炉の中で粒子を操作したりする方法を用いて真

出したものである．1 kg のガラス蛍光体を生成するのに

正品のコピーを製造することは困難であると考えてよい．

333,129 円かかったため，製品 1 個に対して付着させるガ

【実装に向けた考察】
筆者らは人工物メトリック・システムを実装していない

ラス蛍光体 0.094 g の価格は 31.3 円となる．これは，同じ
大きさの RFID タグ 1 個の平均的な価格（80〜120 円前後）

が，図 1 に示す基本構成を備えた，実装された人工物メト

よりも安価である．なお，RFID タグは貼り付けによって

リック・システムがセキュアであるかぎり，悪意を持った

製品の意匠を損なうことがあるが，ガラス蛍光体は製品の

人は偽造品のデータを参照データに登録できないため，偽

意匠を損なうことはないと考えてよい（このことは，4 章

造品を真正品として流通させることはできない．

で述べた実験から推測できる）．以上のことから，ガラス

なお，3.4 節で述べたように，筆者らの手法を人工物メ

蛍光体は RFID タグよりも安価であり，RFID のように意

トリック・システムとして実装する場合，本人認証装置と

匠を損なう可能性が低いセキュリティ製品ということがで

同様に真正品 A に関する FAR と FRR を設定し，両者を

きる．

勘案した閾値を設定・調整することは重要である．今後，

【実装に向けた考察】

筆者らはバイオメトリクスを特徴情報とする本人認証装置

上記で示した金額は，1 kg のガラス蛍光体を試作したと

を参考にしながら，FAR・FRR の設定と適切な閾値の設

きの料金である．ガラス蛍光体の生成には入手しやすい酸

定について検討していく予定である．

化希土類を使用しており，担持ガラスとの重量比が数%程

5.2.2 利便性

度である（つまり，担持ガラス 100 g に対して酸化希土類

ここでは，人工物に対する材料の添加しやすさと，特徴
情報の読み取りやすさを考察する．
【提案手法の評価】
前者においては 5.1.3 項で述べたように，材料を添加す

が数 g である）．実運用では大量のガラス蛍光体の生成が
見込まれるため，上記の金額よりも安くガラス蛍光体を生
成できると考えてよい．

5.2.4 社会的受容性

るための追加的な作業が発生しないことから，材料は添加

ここでは，ガラス蛍光体の安全性と提案手法の普及拡大

しやすいと考えてよい．また，後者においては 5.1.4 項で

の可能性（提案手法の受け入れられやすさ）を考察する．

述べたように，照射範囲が広い励起光を照射しながらその

なお，前者については 5.1.2 項ですでに考察しているため，

様子をカメラで撮影するというシンプルかつ容易な作業で
特徴情報を取得できることから，特徴情報は読み取りやす
いと考えてよい．
【実装に向けた考察】

あらためての評価は省略する．
【提案手法の評価】
これまで，有価陶磁器製品の真正性を判定するためには
長年の経験と知識，高いスキルが必要であったのに対して，

前者においては，ガラス蛍光体の粒径を細かくすること

提案手法を用いた場合，これらの知識や技能がない人でも

でざらつきをなくし，マイスタや職人が釉薬や絵の具を塗

製品の真正性を判定できるようになる．このことから，有

布するときに違和感を覚えることがないようにするべきで

価陶磁器製品の流通において上流に位置するプレイヤ（正

ある．また，後者においては 5.1.4 項で述べたように，材

規代理店や商社）だけでなく，下流に位置するプレイヤ（古

料の溶着箇所に関する情報を検証者が容易に把握できるよ

物商，消費者）が提案手法を採用することが見込まれるた

うにするべきである．

め，提案手法は社会に受け入れられやすいと考えられる．

5.2.3 製品 1 個あたりのガラス蛍光体の価格
ここでは，製品 1 個に対して付着させるガラス蛍光体の

ただし，現時点では人工物メトリック・システムの実装
は高価になることが予想されているため，流通において下

価格を考察する．

流に位置するプレイヤ（古物商，消費者）が当該システム

【提案手法の評価】

を購入して使用することは考えにくく，上流に位置するプ

筆者らは図 9 で示したように，指で均すことで薄いガラ

レイヤのうちメーカ（直販店を含む）と正規代理店に限ら

ス蛍光体の層を形成したが層の厚みは計測していない．こ

れるものと考える．その理由は 2 つある．1 つは，偽造品
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を販売したことによる信用の失墜を避けるために，メーカ

ところで，真正品の場合には，環境条件が変化したとし

から送付されてきた製品が真正品であること（つまり，配

ても，登録時に抽出した特徴情報と検証時に抽出した特徴

送の過程で偽造品が混入していないこと）を検証する必要

情報との間に強い相関があることを見い出せなければなら

があるからである．もう 1 つは，製品を購入した消費者か

ない．そこで本節では，提案手法において有効であると考

らの真正性に関する問合せ（つまり，消費者が所有してい

えられる「強い相関を持つ特徴情報の抽出方法」と「強い

る製品が真正品であるか否か）に対応する必要があるから

相関を見い出すために着目する特徴情報」を考察する．

である [20]．
次に，正規代理店（直販店を除く）が使用するシステム
はだれが用意するのかという問いであるが，これはメーカ

筆者らは，
「強い相関を持つ特徴情報の抽出方法」と「強
い相関を見い出すために着目する特徴情報」として，以下
に示す 3 つを候補としてあげる．

が用意するのが妥当であると考える．なぜならば，製品を
販売するのは正規代理店であり（つまり，正規代理店がな

方法 1：

ければ製品は売れない）
，営業支援や販売促進に関するツー
ルは通常メーカが用意するためである [21]．
ただ，実際には資本力があるメーカとそうでないメーカ

製品を観測する角度によって発光強度分
特徴情報の

布が異なることを利用し，特徴情報を抽

抽出方法

出したい領域を複数の角度から InGaAs

が存在するため，すべてのメーカが正規代理店（直販店を

カメラで撮影する．

除く）に対してシステムを提供できるとは限らない．また，

着目する

上記の方法によって得られた発光強度

破産や倒産などでメーカが消滅した場合，商社のバイヤや

特徴情報

分布．

下流に位置するプレイヤ（古物商，消費者）は，正規代理
店（直販店を含む）に問合せをすることができなくなって

方法 2：

しまう．このため筆者らは，各メーカの製品の特徴を登録

製品に含まれるガラス蛍光体中の発光

したり製品の真正性を検証したりすることができる，信頼

イオン濃度の違いによって，観測され

できる第三者機関の設立が必要ではないかと考えている．

る発光スペクトル分布と発光強度分布

たとえば，有田焼・九谷焼・備前焼・美濃焼・信楽焼など

が異なる．また，製品に含まれるガラ

の伝統工芸品であれば所管官庁である経済産業省が，重要

ス蛍光体の厚さの違いによって，
観測さ

無形文化財（いわゆる人間国宝）が製造した製品であれば

特徴情報の

れる発光スペクトル分布と発光強度分

所管官庁である文部科学省が，信頼できる第三者機関の候

抽出方法

布が異なる．このことを利用し，特徴

補としてあげられる．

情報を抽出したい領域をスペクトルイ

【実装に向けた考察】

メージングで撮影する．これを多変量

筆者らは，提案手法が社会に受け入れられるためには，

解析することにより，ガラス蛍光体の

紙幣や証書における真正性判定の取り組みと同様に，安価

発光イオン濃度と厚さの両方が同時に

かつ高精度な人工物メトリック・システムを開発するとと

推定できる [22]．

もに，製品の真正性を簡易的に判定できる安価なツールの

着目する

上記の方法によって得られたガラス蛍

開発が必要であると考えている．現時点では，人工物メト

特徴情報

光体の発光イオン濃度と厚さの分布．

リック・システムの構築は安価ではなく，真正性を簡易的
に判定できる手法がないことから，筆者らは，実装におい

方法 3：

ては，これらの課題を解決できる手段や方法を確立するこ

製品に含まれるガラス蛍光体中の発光

とが必要であると考えている．

イオン濃度の違いによって，観測され

5.3 登録時と検証時に抽出した特徴情報に強い相関を見
い出す方法

特徴情報の
抽出方法

3.4 節において筆者らは，環境条件（たとえば，人工物に

る発光寿命 [23]が異なる．このことを
利用し，特徴情報を抽出したい領域に
ついて発光寿命測定を行うことにより，
ガラス蛍光体の発光イオン濃度が推定

対する励起光の照射量とその角度，カメラと人工物との距

できる．

離，カメラの焦点と絞り，撮影範囲など）の変化により，

着目する

上記の方法によって得られたガラス蛍

登録時に抽出した特徴情報と検証時に抽出した特徴情報は

特徴情報

光体の発光イオン濃度．

完全に一致しないことを述べるとともに，真正品であって
も偽造品であると判断されないようにするために，提案手

登録時に抽出された特徴情報と検証時に抽出された特徴情

法を実装する際には適切な閾値の設定が必要であることを

報との間に強い相関を見い出すために，方法 1 と方法 3 は

示した．

1 つの特徴情報に着目するが，方法 2 は 2 つの特徴情報（ガ
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ラス蛍光体の発光イオン濃度とその厚さ）に着目する．着

器の表面にガラス蛍光体の粉末を添加し，その後の焼

目する特徴情報が多いほど，両者との間により強い相関を

成によってガラス蛍光体を陶磁器表面に定着させる．

見い出すことができる．このため，提案手法において有効

( 3 ) 陶磁器の特徴情報を抽出するために，照射範囲が広い

であると考えられるものは方法 2 であり，提案手法を実装

励起光を陶磁器表面に照射しながらその様子を撮影

する際には方法 2 を採用する．なお，参考までに 3 つの方
法の長所と短所を付録 B. に記載する．
ここで，上記の特徴情報（ガラス蛍光体の発光イオン濃
度とその厚さ）を用いると，3.5 節で示した方法による偽
造品の製造を困難にできることを述べる．
ガラス蛍光体中の発光イオン濃度の違いによって，観測
される発光スペクトル分布と発光強度分布は異なる．ま
た，ガラス蛍光体の厚さの違いによって，観測される発光

する．
筆者らは，2.2 節において本論文における人工物メトリ
クスの要件を以下のように定義した．

• 要件 1：人工物に添加する材料は，陶土や釉薬，絵の
具がもたらす色に影響を与えるリスクが低い（材料の
添加によって意匠を損なうリスクが低い）
．

• 要件 2：上記の材料は，人体と環境に影響を及ぼすリ
スクが低い．

スペクトル分布と発光強度分布は異なる．このため，真正

• 要件 3：上記の材料の人工物への添加は，工房のマイ

品から観測される発光スペクトル分布と発光強度分布をも

スタや職人が行う作業内容を変更することなしに実施

とにして，偽造品から観測される発光スペクトル分布と発
光強度分布を同一にすることができれば，真正品と同じ発
光イオン濃度と厚さの分布を持つ偽造品が製造できる．

できる．

• 要件 4：製品に影響を及ぼさないようにするために，
製品の特徴情報の抽出作業として撮影を採用する．こ

仮に，3.5 節において紹介した偽造方法（ガラス蛍光体の

れは，製品に振動を与えたり読み取り装置を接触させ

粒子を 1 つずつ積み重ねていく偽造方法）を用いて，発光

たりすることなく短時間に特徴情報を抽出できるため

強度分布が一致する偽造品が製造できたとする．しかし，

である．

3.5 節において説明したように，粒子の表面では赤外線の

要件 1 がリーズナブルである理由は，陶磁器はその形と

反射と屈折が発生しており，赤外線が放出されるまでの実

ともに陶土や釉薬，絵の具によってもたらされた色合いに

効的な厚さが変化するため，真正品と偽造品から観測され

価値が見い出されるため，材料の添加によって色合いが損

る発光スペクトル分布は異なる．

なわれることがあってはいけないためである．

逆に，上記と同じ方法を用いて，発光スペクトル分布が

要件 2 がリーズナブルである理由は，陶磁器は食器とし

一致する偽造品が製造できたと仮定する．しかし，粒子の

て利用されること，および材料入りの釉薬や絵の具が付着

表面では赤外線の反射と屈折が発生しており，偽造者が意

した道具や筆を水で洗い流すときに材料に肌が触れたり材

図する方向とは違った方向に赤外線は放射されるため，真

料が排水に含まれたりするため，材料が人体や自然環境に

正品と偽造品から観測される発光強度分布は異なる．

影響を及ぼすことがあってはいけないためである．

つまり，上述した赤外線の反射と屈折がある以上，真正

要件 3 がリーズナブルである理由は，工房ではマイスタ

品と偽造品から観測される発光強度分布と発光スペクトル

や職人が行う作業は分業化・ルーチンワーク化されており

分布を同時に合わせることは困難である（高温の炉の中で

これによって品質を維持しているため，材料の添加という

上記の偽造方法を試みることは，3.5 節で述べたようにさ

作業が加わることによって分業体制やルーチンワークに変

らに困難である）
．

更が生じてはならないからである．

上記の考察から，登録時と検証時において強い相関を見

要件 4 がリーズナブルである理由は，筆者らは比較的高

い出すことができる特徴情報（ガラス蛍光体の発光イオン

価な陶磁器を対象としているため，陶磁器に読み取り装置

濃度分布と厚さの分布）は，真正品と類似した偽造品の製

を接触させることで表面に傷がついたり，振動を与えるこ

造を困難にすることができる．

とで陶磁器が破損したりすることがあってはならないから

6. おわりに

である．
上記の 4 つの要件についてまとめると，要件 1 について

筆者らは，有価陶磁器製品の真正性を判定できるととも

は，5.1.1 項で述べたように，4.1 節で行った実験では少量

に，真正品のコピーや偽造品の製造を困難にできる人工物

のガラス蛍光体を陶磁器に添加したが，陶土や釉薬がもた

メトリクスを提案した．筆者らの手法をまとめると以下の

らす色に影響を与えないことが確認できたため当該要件を

ようになる．

満たしているといえる．

( 1 ) 陶磁器の特徴情報を抽出しやすくする材料として，光

要件 2 については，5.1.2 項で述べたように，ガラス蛍光

励起によって赤外線を発光するガラス蛍光体を使用

体の材料となる希土類と担持ガラスには明らかな毒性はな

する．

く，ガラス蛍光体はクリスタルガラスと同様に不燃性・不

( 2 ) 陶磁器の製造工程（釉薬の塗布，絵付け）において陶磁
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満たしている．
要件 3 については，5.1.3 項で述べたように，工房のマイ

[9]

スタや職人はガラス蛍光体の粉末が含まれている釉薬や絵
の具を使用することを提案しており，工房の製造工程に変

[10]

更が発生しないことから当該要件を満たすことができると
考えられる．
要件 4 については，5.1.4 項で述べたように，筆者らは照

[11]

射範囲の広い励起光を陶磁器の表面に照射しながら赤外線
の発光の様子をカメラで撮影することを提案しており，非
接触かつ振動を与えることなく特徴情報を抽出できること
から当該要件を満たしている．

[12]

筆者らはまた，基礎的な実験によって筆者らのアイデア
の実現可能性と現段階におけるガラス蛍光体の潜在能力を
確認した．筆者らが目標とするガラス蛍光体は無色透明で

[13]

あるが，現時点では薄い青の着色がみられる．今後，筆者
らは継続して着色の除去に努め，無色透明になるように組
成の見直しを進める．
今回の実験では，焼成における炉中の温度管理が容易な

[14]

陶器を用いたが，磁器・陶器に対して使用される釉薬や絵
の具は同じであること，両者の製造工程に違いがないこと，
炉中の温度差が約 50 度であることから，磁器についても
陶器と同様の結果が得られると考えている．そこで，磁器

[15]
[16]

についても同様の実験を行うことで，筆者らのアイデアと
ガラス蛍光体の有効性を確認したい．
謝辞 横浜国立大学の松本勉教授，四方順司准教授には，

[17]

有益なコメントを頂戴した．謹んで感謝の意を表する．
[18]
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Škorić, B., Bel, T., Blom, M.H.A., Jong, R.B.,
Kretschman, H. and Nellissen, M.J.A.: Randomized
Resonators as Uniquely Identiﬁable Anti-counterfeiting
Tags, Proc. SECSI Workshop (2008).

付
付録 A.

録
人工物の特徴情報とその特性

特性

特徴情報
・基 材 中 の 光 輝 性 粒 状 物 の 分 布（ 反 射 光 画
像）[7], [8], [24], [25]
・紙に漉き込まれた光ファイバー小片の分布（透
過光の輝点分布）[26]
・基材に付与された斑の分布（反射あるいは透

光学
特性

過光の画像）[27]
・透明樹脂内のポリマー・ファイバーの分布（視
差画像）[28]
・基材中のファイバーの分布 [29]
・基材表面の微小の凹凸（レーザ・スペックル・
パターン）[30]
・紙片表面の紙繊維の分布（反射光画像）[31]
・紙片中の紙繊維の分布（透過光画像）[32]
・基材中の磁性ファイバーの分布（電気信号波
形）[33]

磁気
特性

・データ書込みにともなう磁気ストライプ上の
磁気分布（電気信号波形）[34]
・磁気ストライプ上の磁性粒子の分布 [35], [36]
・基材中の伝導性物質の分布（電磁波パター
ン）[37]
・半導体素子内のメモリー・セルの電荷量のば
らつき度合い [38], [39]
・ランダムに分布した絶縁粒子を含む IC 保護
コーティングの電荷量 [40]

電気
特性

・半導体素子におけるランダムな回路遅延のパ
ターン [41], [42], [43], [44]
・複数のリング・オシレーターから出力される
周波数 [38]
・コイルとコンデンサーで構成される LC 回路
の共振波形 [45]
・導電性ファイバーをランダムに分布した基材

振動
特性

のマイクロ波の反射 [9]
・容器に貼ったシールを振動させたときの共鳴
周波数分布 [10]

※文献 [15] をもとに作成．

2005
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付録 B.

特徴情報抽出手法の長所と短所
長所

方法 1

短所

1996 年徳島大学工学部知能情報工学

(1) 撮影する角度分の撮

科卒業．1998 年同大学大学院工学研

影回数が必要となる．

究科博士前期課程修了．2004 年中央

InGaAs カメラをその (2) 登録時の特徴情報と

大学大学院理工学研究科博士後期課

まま活用できる．

検証時の特徴情報との

程修了．博士（工学）
．1998 年綜合警

比較を撮影回数分実施

備保障株式会社入社．セキュリティと

(1) 特徴情報を抽出し
たい領域の撮影が 1 回
方法 2

藤川 真樹 （正会員）

で済む．

(2) 登録時の特徴情報
と検証時の特徴情報と
の比較が 1 回で済む．

する必要がある．

セーフティに関する研究に従事．IEEE 会員．情報処理学

狭帯域光学フィルタ（波

会全国大会奨励賞，日本セキュリティ・マネジメント学会

長固定フィルタのセッ

賞（現，論文賞）
，コンピュータセキュリティシンポジウム

トまたは波長可変フィ
を InGaAs カメラの前
面に追加する必要が
ある．
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