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時間領域へのウェーブレットフィルタの加減算による
音響電子透かしの提案
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概要：近年，様々な電子透かし手法が提案されており，その中でも信号の周波数領域を利用して電子透かし
を埋め込む手法は，品質，攻撃耐性の面で有効であるため，よく用いられている．離散ウェーブレット変換
は周波数変換の 1 つであり，この変換を利用した電子透かし手法も提案されている．本研究では，ウェー
ブレットフィルタを元信号に加算減算し，ウェーブレット係数を調節することで電子透かしを埋め込む新
しい手法を開発した．本稿はこの手法について IHC 委員会の基準をもとに性能比較を行った．また，使用
するフィルタによって性能がどのように変化するかを調査した．
キーワード：音響電子透かし，ウェーブレットフィルタ，音響著作権保護，IHC 電子透かしコンテスト
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Abstract: Various digital watermarking methods have recently been developed. Among them, the frequency
component is often used in watermark embedding. The discrete wavelet transform is a general frequency
conversion technique that has been adopted in some watermarking methods. We developed new watermarking method using wavelet ﬁlters for adjusting wavelet coeﬃcient by adding ﬁlters to original signal. In this
paper, we investigated performance according to the kind of ﬁlters.
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1. はじめに
IT 社会の拡大にともない，画像や動画，音楽などのディ

ジタルコンテンツ化が広まり，保存や配信が容易になっ
た．しかし，その一方でコンテンツの不正利用が問題とな
り，著作権を保護する技術が必要となった．電子透かし技
術はコンテンツに対して人に知覚できないように情報を埋
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め込む技術で，著作権侵害の対策としても用いられている．
電子透かしの手法として，周波数領域を用いて情報を埋
め込むことは品質，攻撃耐性面で有効であり，これまでに
様々な手法が提案されている [1], [2], [3], [4], [5], [6]．離散
ウェーブレット変換は周波数変換の 1 つであり，信号を高
周波成分と低周波成分に分割するもので，この変換を用い
た電子透かし手法も提案されている [7]．周波数変換をベー
スとした電子透かしでは，元の信号に対して周波数変換を
行い，その係数に対して電子透かしの埋め込み処理を行っ
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た後，逆変換を行い電子透かし入り信号を得るという流れ

表 1 SQAM トラック

が一般的だが，本手法では 2 種類のウェーブレットフィル

Table 1 SQAM tracks.

タによるウェーブレット係数の差を利用して透かし情報を

No27

単一楽器演奏

表現する．そのため，2 種類のウェーブレット係数の値を

No32

単一楽器演奏

調整する必要があるが，従来の処理の流れでは，2 種類の

No35

単一楽器演奏

No40

単一楽器演奏

No65

オーケストラ

No66

オーケストラ

イパスフィルタを用いて直接時間信号に処理を行うこと

No69

ポップミュージック

で，2 種類の係数を同時に調節する．時間領域に直接透か

No70

ポップミュージック

係数を同時に調節するのは困難である．そこで，本手法の
埋め込み処理では，離散ウェーブレット変換で使用するハ

しを埋め込む手法 [8], [9], [10] は，電子透かし分野の初期
に多く提案されたものがあるが，攻撃の耐性が低いという

込まれるビット数は 60 秒に 360 ビットである．IHC 委員

問題がある．しかし，本手法では，埋め込み処理は時間領

会では音質評価の指標として，客観音質劣化度合（ODG）

域信号であるが，検出処理に参照する領域はウェーブレッ

を採用しており，現在の基準ではオリジナルの信号と電子

トの周波数領域となり，十分な攻撃耐性を持つ．また，使

透かしを埋め込んだ信号との ODG の最低値が −2.5，オ

用するフィルタの種類によって電子透かしの性能が異なる

リジナルと埋め込んだ信号を MP3 圧縮復元した信号との

ため，様々な種類のウェーブレットフィルタを用いて実験

ODG の平均値の最低値が −2.0 と設定されている．攻撃耐

を行い適切な組合せを発見，あるいは設計することにより，

性の評価として，IHC 委員会では必須攻撃として MP3 圧

より高い性能を得る可能性があると考えられる．また，情

縮復元，DA/AD 変換を行う，それに加えて 7 種類の攻撃

報ハイディングおよびその評価委員会（IHC 委員会）[13]

処理から 3 つを選択して攻撃を行い，そのうえで 60 秒の

では，毎年電子透かしの評価基準を定め，コンテストが行

信号からランダムに 45 秒を切り取りその中の 180 ビット

われている．本研究は上記の手法について第 4 回の IHC

を検出する．この条件でビットエラー率の最低値を 10%以

委員会の基準をもとに性能評価実験を行った結果，その基

下に抑えなければならない．

準をクリアし，2015 年の電子透かしコンテストとして開
催された International Workshop on Digital-forensics and

3. 提案手法

Watermarking（IWDW2015）で発表した [11]．その際は

本手法では，電子透かしは離散ウェーブレット変換に

ある 1 組のウェーブレットフィルタを用いて実験を行った

よって得られた信号の周波数領域を利用して埋め込まれる．

が，本稿ではその他のウェーブレットフィルタを用いるこ

1 章で述べたとおり，離散ウェーブレット変換は使用する

とで，どのような性能の差があるのかを調査した結果を示

フィルタの種類を変えることで異なる結果が得られる．そ

す．以降，2 章では IHC 委員会の基準について説明する．

こで，本手法では，図 1 のように，1 つの信号に対して 2

3 章では電子透かし手法について説明する．4 章ではフィ

種類のフィルタを用いて変換を行い，その結果の違いの大

ルタの種類による性能差を IHC の評価基準をベースとし

小関係を利用して電子透かしを表現する．埋め込む情報に

て測定した実験結果を示し，5 章でまとめとする．

応じて，これら 2 つの係数の関係を元信号に直接手を加え

2. IHC 基準概要
電子透かしの分野では，現状として技術を評価するため

ることで調整する．ここで，電子透かしの埋め込みは品質
を考慮して，人間の聴覚の特性上，変化が知覚しにくい高
周波領域を用いる．

の統一された基準が存在しておらず，どのような方式が優
れているのか比較することが難しくなっている．そこで

IHC 委員会では，電子透かしに関する評価基準の確立，お

3.1 離散ウェーブレット変換
離散ウェーブレットは一般的な周波数変換の 1 つである．

よびその基準を用いた電子透かし技術の向上を目的とし

フーリエ変換やコサイン変換に比べてウェーブレット変換

て，毎年コンテストを開いている．IHC の評価基準は毎

は時間情報を残して変換できるという特性を持ち，局所的な

年改善され，また技術の募集を繰り返すことで基準は明確

解析が可能である．そのため，一定のパターンを持たない一

かつ汎用的なものとなっていき，それを満たす技術は電子

般的な音楽などに透かしの埋め込みを行う場合，埋め込み強

透かしとして実用性があるものと見なすことができる．以

さなどの調整を効率良く行うことができ，音質と攻撃耐性の


両立に有利である．時間領域信号 X = x(t), 1 ≤ t ≤ M

下に 2015 年度の IHC 基準の概要を示す．IHC 基準では
埋め込みに使用する音源，埋め込まれるビット，音質の最
ラー率が定められている．使用する音源は 60 秒，ステレオ

に離散ウェーブレット変換を行うことで，信号の高周波を


表す係数 W c = w(T ), 1 ≤ T ≤ (M − 1)/2 + L/2 と低周


波成分を表す係数 Sc = s(T ), 1 ≤ T ≤ (M − 1)/2 + L/2

44,100 kHz の表 1 に示す SQAM 音源 8 種類である．埋め

が得られる．ここで，M は信号の長さ，L は使用したロー

低基準，行われる攻撃およびその条件下での最低ビットエ

c 2016 Information Processing Society of Japan
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図 1 提案手法概案
図 2

Fig. 1 Basic idea of scheme.

係数調整の課題

Fig. 2 The problem of adjusting coeﬃcient.



パスフィルタ FL = fL (k), 1 ≤ k ≤ L とハイパスフィル


タ FH = fH (k), 1 ≤ k ≤ L の長さを表している．本研究
では，離散ウェーブレット変換として，Matlab の Wavelet

Toolbox [12] の関数を利用した．この関数では，使用する
フィルタの種類と長さを指定することができる．

3.2 フィルタの特性
離散ウェーブレット変換で使用される 2 つのフィルタ
は，フィルタの値の総和が 0 であり，正規直交性を持つと
いう特性を持つ．また，ハイパスフィルタとローパスフィ
ルタには式 (1) のような関係がある．

fH (k) = (−1)k−1 fL (L − k + 1), k = 1, 2, . . . , L

(1)

これらの条件を満たし，よく変換に用いられるフィルタ
の例として Haar フィルタや Daubechies フィルタがある．

図 3

Fd 加算による高周波成分の調整

Fig. 3 Adjusting high frequency coeﬃcient by Fd .

Matlab の Wavelet Toolbox にはこれらを含む様々なフィ
ルタが利用できる．

の埋め込み処理によりもう一方の高周波係数もその影響
を受けてしまうため，2 つの大小関係が不明瞭になってし

3.3 係数の調整法

まう．そこで，本手法では変換に利用した 2 つのハイパ

本章で使用する値の定義を以下に示す．

スフィルタ FH1 ，FH2 を用いて，それを時間領域の信号

• FH1 ：ウェーブレットフィルタ 1

に加減算することによって 2 つの高周波係数を同時に調

• FH2 ：ウェーブレットフィルタ 2

整する．図 3 で示すように，2 つのハイパスフィルタの

• Fd ：2 つのウェーブレットフィルタの差

差 Fd = FH1 − FH2 を時間領域信号に直接加算すると，特

• L：ウェーブレットフィルタの長さ

定の場所において，一方の高周波成分 W c1 は一定量増加

• W c1 ：高周波ウェーブレット係数 1

し，もう一方の高周波成分 W c2 は一定量減少する．その

• W c2 ：高周波ウェーブレット係数 2

結果，図 3 のように特定の場所の 2 つの高周波成分の差

• W cd ：2 つの高周波成分の差

W cd = W c1 − W c2 を α だけ変化させることができる．変

• x(t)：時間領域信号（t はインデックス）

化する場所はフィルタの長さを L とし，Fd を時間領域信

• a：時間領域のフィルタの加算開始位置

号 x(a) から x(a + L), 1 ≤ a ≤ M − L に加算した場合，高

• α：フィルタ加算による W cd の変化量

周波係数上の (a + L)/2 で表される．W cd の変化量 α は 2

• n：Fd の加算倍率

つのフィルタの差 Fd すなわちフィルタの組合せによって

図 1 で示したように，2 つのフィルタから得られた 2 つ

異なり，また加算する際に Fd を n 倍にすることで，変化

の高周波係数 W c1 ，W c2 の大小関係を利用して電子透か

量は α × n になる．埋め込みを行う際は，事前に使用する

しを埋め込むためには，情報に合わせて大小関係を変化さ

フィルタの組合せによる変化量 α がいくらになるか調べて

せる必要がある．しかし，図 2 に示すとおり，一般的な

おく．

周波数ベースの電子透かし手法のように離散ウェーブレッ
ト変換の後，一方の高周波係数を変化させ，逆離散ウェー
ブレット変換を行い，透かし入りの信号を得る場合，こ

c 2016 Information Processing Society of Japan
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撃や DA/AD 変換などの同期ずれが起きてしまう攻撃があ

ルタの差 Fd の倍率を決定する．埋め込み処理の概要図は

る．これら 2 種類の同期ずれ攻撃に対しては別々の対策が

図 5 のとおりである．

必要となる．IHC 委員会が指定した疑似 DA/AD 変換を
行うと，音響データの長さが拡張されてしまう．この対策

計算ブロックでは，まず 2 つの高周波成分の差 W cd =


wd (T ), 1 ≤ T ≤ (M − 1)/2 + L/2 を以下の式より計算

として，検出を行う際にはいくつかのサンプルを削除して

する．

オリジナルの長さに戻すことで対応する．ランダム切り取
り攻撃に対しては 15 秒ごとに電子透かしを埋め込む代わ

W cd = W c1 − W c2

(2)

りに同期用コードを埋め込むことで対応する．この同期用


コード Mb = M1 , M2 , M3 , M4 は十分に長い M 系列信

算出した W cd から図 6 のように，長さ L/2 ごとに値を


集めたものを W cemb = wemb (s), 1 ≤ s ≤ (M − 1)/L + 1

号からなり，検出側と共有される．15 秒ごとに挿入される

とし，この値を電子透かしの埋め込みに使用する．ここで

ことで図 4 のようにどの位置で切り取られたとしても必

L はフィルタの長さ，s は W cemb のインデックスである．

ず 2 つ以上の同期用コードを検出することができる．

wd (T ) と wemb (s) の関係は以下の式のようになる．
wemb (s) = wd (sL/2)

3.5 埋め込み方法

(3)

電子透かしビットと同期用コードは W cemb を利用して

本章で新たに使用する値の定義を以下に示す．

• W cemb ：埋め込みに使用する係数

表現される．電子透かしビットは図 7 で示すように 1 ビッ

• X ：時間領域信号

トの情報に対して N サンプル分繰り返して埋め込み，検

• M ：時間領域信号の長さ

出時には，半数以上のサンプルを検出した方のビットをそ

• γ ：埋め込み強さパラメータ

の領域でのビット情報と判断する．攻撃などで，完全に半

埋め込み処理において，まずオリジナル信号に 2 種類の
フィルタを用いた離散ウェーブレット変換を行い，2 種類


の高周波成分 W c1 = w1 (T ), 1 ≤ T ≤ (M − 1)/2 + L/2


と W c2 = w2 (T ), 1 ≤ T ≤ (M − 1)/2 + L/2 を得る．こ
れら 2 つの係数の差と埋め込む電子透かしビットおよび同
期用コードを参照しながら時間領域に加算する 2 つのフィ

図 6

埋め込み用係数の選択

Fig. 6 Selected wavelet coeﬃcients for embedding.

図 4

図 7 埋め込み情報，同期コードの配置

切り取り攻撃とデータの配置

Fig. 4 Cropping part and arrangement of data.

図 5

Fig. 7 The arrangement of the embedded data.

提案手法の概要図

Fig. 5 Watermark embedding scheme.

c 2016 Information Processing Society of Japan
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図 9

埋め込みによる係数の変化

埋め込み係数 wemb (s) の変化

Fig. 9 The vary of wemb (s).

Fig. 8 The vary of coeﬃcients by embedding.

数になってしまった場合は，その領域ではデータが残らな
かったものと判断され，本方式では暫定的に 0 を検出す
る．N は埋め込むビット数とオリジナル信号の長さによっ
て調整する．3.3 節で述べたように，W cemb は使用した 2
つのハイパスフィルタの差 Fd = FH1 − FH2 を利用して埋


め込む．オリジナル時間領域信号 X = x(t), 1 ≤ t ≤ M
に対して，埋め込む情報に対応させて Fd の大きさを変
えながら加算することで wemb (s) の値を調整する．埋め
込み処理は以下の式のように行われ，埋め込み済み信号


X  = x (t), 1 ≤ t ≤ M を得る．

• ビット 1 を埋め込む場合

レット変換を行い，2 つの高周波成分 W c1 と W c2 を得る．
次に埋め込み処理同様，2 つの高周波成分の差を計算し，
埋め込みに使用した係数 W cemb を取り出す．N 回埋め込

んだ領域の中で，W cemb ≥ 0 のサンプル数が W cemb < 0
より多ければビット 1 を検出し，そうでなければビット 0
を検出する．

3.7 パラメータ決定
この手法は γ を埋め込み強さのパラメータとする．γ を
強く設定すると W cemb のビット間の差が大きくなるため
攻撃耐性が増す．一方で，データの変化量が大きくなるた
め音質は低下してしまう．人間の聴覚の特性上，音響のエ

if wemb (s) ≤ γ : x ((s − 1)L + j) =
x((s − 1)L + j) + fd (j)(γ − wemb (s))/α

ネルギーが小さい領域では小さな変化でも知覚できてしま

(4)

う．対して，エネルギーの大きい領域では小さな変化は知
覚しにくい．そこで，埋め込みの際，音響のエネルギーに

(0 ≤ j < L)

対応させて γ を設定し，高品質と攻撃耐性の両立を実現

• ビット 0 を埋め込む場合

する．



if wemb (s) ≥ −γ : x ((s − 1)L + j) =
x((s − 1)L + j) + fd (j)(wemb (s) − γ)/α

(5)

(0 ≤ j < L),

3.8 False Positive の可能性
電子透かしの検出時，本来電子透かしが埋め込まれてい
ない信号から電子透かしを検出することを False Positive

ここで，α は 3.3 節で説明したフィルタによる変化量，

という．3.6 節で説明した検出の条件では，透かしが埋め

γ は埋め込みの強さを表している．この処理によって，

込まれていない状態，すなわち，N サンプル中の大小関係

wemb (s) は図 8 のようにビット 1 を埋め込む場合は γ 以下

がランダムな状態でも，1，0 どちらかのビットが検出され

のサンプルが γ へ引き上げられ，ビット 0 を埋め込む場合

てしまう．本手法において，この問題の対策として考えら

は −γ 以上のサンプルが −γ へ引き下げられる．結果とし

れる方法は，3.4 節で述べた同期用コードを利用すること

て，wemb (s) は図 9 のように変化する．この図では，200

である．同期用コードの検出には相互相関スコアによる場

サンプルごとに値が 0 以上に引き上げられている領域では

所特定を行っているが，このスコアに閾値を設けることに

ビット 1，0 以下に引き下げられている領域ではビット 0

より，その値以下の信号には埋め込み処理が行われていな

を示しており，左から順に 1001001010100 のビット情報が

いものと判断することができる．一方，この手法では，同

表されている．

期コードが攻撃などにより著しく失われてしまった場合で
も，埋め込み処理が行われていないという判断をしてしま

3.6 検出処理

うという問題も考えられる．


検出処理では埋め込み済み信号 X に対して，埋め込み
処理で使用した 2 種類のフィルタを用いて離散ウェーブ
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図 10 音質評価結果

Fig. 10 Sound quality evaluation.

図 11 ビットエラー率（MP3 圧縮復号）

Fig. 11 Bit error rate (MP3 cording).

4. 実験結果

4.1 埋め込みパラメータ
本章では，Matlab 環境において，読み込んだ wav ファ

本研究では 3 章で述べた電子透かし手法を MatLab の

イルのデータを ±1 の範囲で正規化した場合のパラメータ

Wavelet Toolbox を利用して実験を行った．使用する音源

値を示す．まず 1 ビット分のデータを表すサンプル N は

は 2 章で示したトラック番号の SQAM 音源 8 種類である．

200 に設定した．埋め込み強さのパラメータ γ は 3.7 節で

Wavelet Toolbox では，離散ウェーブレット変換に使用

示したとおり，音響のエネルギーの大きさによって選択す

するフィルタの種類を選択できる．今回使用したフィルタ

る．また，埋め込みに使用する音楽ファイルのエネルギー

は Wavelet Toolbox と書籍 [14] より参照した以下の 5 つで

は時間によって変化するため，γ も時間ごとに変化する．

ある．

本手法では 1 ビット分のデータ 200 サンプルごとに γ を設

• Coiﬂets ﬁlter (C)

定する．1 ビット分のデータが埋め込まれている区間全体

• Symlets ﬁlter (S)

のオリジナル信号の振幅の総和を A とおくと，その区間で

• Daubechies ﬁlter (D)

の γ は以下の式で表される．

• Least asymmetric ﬁlter (L)
• Best localized ﬁlter (B)
これらのうち，2 つを選択する組合せ，たとえば C&S
（Coiﬂets ﬁlter と Symlets ﬁlter）のようにすべての組合せ

10 種類について次章に示すパラメータ設定で電子透かしの
埋め込みを行い，それぞれ攻撃耐性と音質の評価を行った．
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γ = (A/3.6)/106 + 1.2 ∗ 10−4

(6)

4.2 音質評価
IHC 委員会の音質評価ではオリジナルの信号と透かし
を埋め込んだ信号との ODG 値と圧縮を行った信号との

ODG 値の平均値を測定する．ここではフィルタによる性
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図 12 ビットエラー率（DA/AD 変換）

Fig. 12 Bit error rate (DA/AD).

図 13 ビットエラー率（MP3 連続圧縮復号）

Fig. 13 Bit error rate (MP3 tandem).

能差を分かりやすくするため，前者の ODG 値をすべて

図 12，図 13，図 14，図 15 にそれぞれの攻撃下でのビッ

の SQAM トラック，およびフィルタの組合せで測定した．

トエラー率を示す．

図 10 に測定結果を示す．結果を見ると最も音質が良くな

評価結果を参照すると最もビットエラーが起こる攻撃

るフィルタの組合せは Coiﬂets と Daubechies だった．次

は MP3 圧縮復元関連であると分かる．特に，Coiﬂets と

いで Symlets，Daubechies の組合せと続き，最も音質が悪

Daubechies は上記の音質評価では最も良い性能となってい

かったものは Least asymmetric と Best localized フィルタ

たが，他の組合せに比べて大きなビットエラー率を記録し

の組合せだった．それぞれの組合せにおける音質の優劣は

た．その他の条件に関しては，DA/AD 変換では No.32，遅

使用した音源によらず，おおよそ似た結果となっている．

延音付加では No.35 で一部の組合せでビットエラーが起き

なお，IHC 委員会の基準ではオリジナルの信号と透かしを

たが，それ以外の条件ではビットエラーは起こらなかった．

埋め込んだ信号との ODG 値の最低値は −2.5 となってお
り，この条件に関してはすべてのフィルタの組合せでクリ
アしている．

5. まとめ
本稿では，フィルタの違いに着目したウェーブレット
変換ベースの音響電子透かしを提案し，IHC 基準にのっ

4.3 攻撃耐性評価

とって性能評価でフィルタの組合せの違いによる性能差

本研究では，IHC 委員会の選択攻撃として，ガウス雑音

を調査した．その結果音質の面で最も適していた組合せは

付加，遅延音付加，MP3 連続圧縮復号を選択した．図 11，

Coiﬂets と Daubechies の組合せであったが，MP3 圧縮に
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図 14 ビットエラー率（ガウス雑音付加）

Fig. 14 Bit error rate (Gaussian noise).

図 15 ビットエラー率（遅延音付加）

Fig. 15 Bit error rate (A single echo).

対して耐性が弱いということが判明した．そのほかの組合

が，今回の実験でより適当なフィルタの組合せが発見でき

せに関しては MP3 圧縮に対して強い耐性が見られた．こ

た．今後の課題は，よりフィルタに対する理解を深め，オ

の結果より考察すると，今回使用したフィルタの中では，

リジナルのフィルタを使用することも視野に入れ，他の攻

十分な MP3 圧縮耐性を持ち，Coiﬂets，Daubechies に次い

撃耐性を持たせるに足る性能を目指すことである．

で音質の良かった Symlets，Daubechies の組合せが最もこ
の手法に適していると考えられる．ウェーブレットフィル
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