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合成樹脂製品に対する人工物メトリクスの適用
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概要：合成樹脂製品のうち，型を用いて成形される製品に適用できる人工物メトリクスを提案する．具体的には，硬
化前の状態である液体樹脂を型に流し込んだ際に自然偶発的に発生する「樹脂の流れ」を利用して特徴情報を形成す
る方法と，当該情報を非接触で抽出する方法を提案する．赤外線を透過する塗料を製品全体に塗布することで特徴情
報を隠蔽できるため，製品の外観を損なわない．一方，特徴情報は赤外線カメラを用いた撮影により非接触で抽出で
きる．実験では，(1)特徴情報を視認できないこと，(2)赤外線透過黒色塗料を塗布したサンプルから特徴情報が抽出で
きること，(3)抽出された特徴情報はサンプルごとに異なること，を確認した．
キーワード：合成樹脂製品，人工物メトリクス，特徴情報の秘匿

Application of the Artifact Metrics Technique to Synthetic Resin
Products
Kouki Takayama†1, Masaki Fujikawa†1, Shingo Fuchi†2
Abstract: We propose anti-counterfeiting and authenticity verification technique (called artifact metrics) for
resin-made molded products. In our technique, each product has unique optical characteristic information
formed by “liquid turbulence” which is caused when two types of liquid resin with different optical features are
poured into a mold. The appearance of the product is not affected by characteristic information as they can be
covered by the paint which can transmit infrared light. In our experiment, we confirmed these results: (1)
Covered characteristic information could not observed by naked eyes, (2) Characteristic information could be
extracted from 50 samples covered by black-colored infrared light transmission paint, (3) extracted
characteristic information differed from each sample.
Keywords: Synthetic resin products, Artifact metrics, Concealing the characteristic information.

1. はじめに

付加価値の高い製品（製造数を限定したモデルなど）のコ

1.1 背景と目的

コピー品は，真正品を提供するメーカーが持つ知的財産

ピー品が市場に流通する可能性が考えられる．

合成樹脂製品は，我々の日常生活において身近に存在す

権を侵害し，本来得られるべき適正な利益を失わせるだけ

る人工物である．合成樹脂は安価に入手でき，成形が容易

でなく，消費者に金銭的・精神的ダメージを与える．また，

で酸・アルカリに強く，使用目的や用途に合わせた特性や

コピー品の品質は低いため，強度不足やこれに含まれる化

性能を製品に持たせることができるという特徴を持つ．一

学物質によって人身事故や健康被害が発生する可能性があ

般的に，電気を通しにくく，燃えやすく，生分解しにくい

ることから，看過できない問題である．このため，合成樹

というイメージがあるが，最近では導電性，難燃性，生分

脂製品の真正品とコピー品を識別すること，およびコピー

解性をもつ合成樹脂が開発されており，資源として積極的

品の製造を困難にすることは，他の人工物と同様に重要で

に再生利用されている．

ある．

合成樹脂の特徴である「入手と成形の容易性」を悪用し，

そこで本論文では，真正品か否かを機械的に検証可能に

合成樹脂製の真正品を模倣したコピー品が市場に流通して

するとともに，コピー品の製造を困難にする方法である人

いる．表 1 は，合成樹脂が使用されている製品を分類した

工物メトリクスを合成樹脂製品に適用する方法を提案する．

ものであり，コピー品の存在が確認されているものに下線

本論文において，著者らがフォーカスする合成樹脂製品は，

を付している．現在のところ，金銭的に価値のある合成樹

液体樹脂と型を用いて成形される製品である．本論文では，

脂製品がコピーの対象となっているが，近い将来，分類 I

以下のような流れで論述を展開する．第 2 章では，本論文

にカテゴライズされるセキュリティデバイス（SIM カード

における人工物メトリクスの要件と前提条件について述べ

やハードウェアトークンなど）や有名ブランドが提供する

る．第 3 章では，提案方法について詳細に述べる．第 4 章
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表1
Table 1.

合成樹脂製品の分類

Artifact-metrics System

Categorization of synthetic resin products.

Peculiar
Pattern
Extracting
Unit

Sensor
Input
Unit

定義：
形成された人工物について，その大部分を合成樹脂が
占めるもの．
分類 Ⅰ

Artifact to be
a subject of
registration
and
verification

用途 1：
クレジットカード[1]，キャッシュカード[2]，SIM カー
ドなど．
用途 2：
プリペイドカード[3]，ポイントカードなど．
用途 3：
家電の外装，ハードウェアトークン（ワンタイムパス
ワード生成器）など．

Reference Data
Generating Unit

Registration Phase:

図１
Figure 1.

素材：
用途 1 では PVC 樹脂が，用途 2 では PET 樹脂が，用
途 3 では ABS 樹脂が使用されている．

Judgment
Output
Unit

Result
Accept/Reject
or
Verification Result

Reference
Data

Verification Phase:

人工物メトリクスシステムの概要
An overview of artifact metric system.

分類 Ⅱ

定義：
形成された人工物について，その表面が合成樹脂で塗
装またはコーティングされているもの．

ることはない．

用途 1：
腕時計[4]やメガネフレームなど，ABS 樹脂やポリカー
ボネイトで形成された製品で，焼付塗装（塗装皮膜の
樹脂に 150 度以上の熱をかけることで皮膜を硬化させ
る塗装）ができないもの．
用途 2：
自動車のアルミホイール[5]など，アルミや真鍮で形成
された製品で，焼付塗装ができないもの．

鏡を用いて観測できる微小な凹凸や色相の違いがこれにあ

微視的に見ると，個々の人工物は特徴情報を持つ．顕微
たる．しかし，顕微鏡によって撮影できる範囲は微小であ
るため，
「登録時に撮影した領域」と「検証時に撮影する領
域」を特定するのに時間がかかることが予想される[6]．
このため，人工物メトリクスでは，ユニークかつ抽出し
やすい特徴情報を人工物中に形成する方法が用いられる．

素材：
用途 1, 2 ともに，アクリル樹脂，ウレタン樹脂，フッ
素樹脂，エポキシ樹脂が塗装またはコーティングに使
用されている．

具体的には，製品の製造過程において物理的特性を持つ材
料を添加する．添加された材料の粒子は自然偶発的かつラ
ンダムに分散して人工物中で安定するが，この分散度合い

表2
Table 2.

が特徴情報となる．特徴情報を抽出するときには，当該材

物理的な特徴と抽出される情報

料が持つ物理的特性を抽出できるセンシングデバイスが使

Physical characteristics and extracted information.

用される．表 2 に，材料がもつ物理的特性と抽出される特

物理的特性

抽出される特徴情報

光学特性

粒子がもつ光学特性（反射，透過，屈折，蛍光）
とその分散度合いが特徴情報に反映される．当
該情報は，光の強度をセンシングできるデバイ
スによって抽出される．

磁気特性

粒子がもつ磁気特性（引力と斥力）とその分散
度合いが特徴情報に反映される．当該情報は，
磁気の変化をセンシングできるデバイスによ
って抽出される．

電気特性

粒子がもつ電気特性（電荷）とその分散度合い
が特徴情報に反映される．当該情報は，電荷量
をセンシングできるデバイスによって抽出さ
れる．

振動特性

粒子がもつ振動特性（音波）とその分散度合い
が特徴情報に反映される．当該情報は，音波を
センシングできるデバイスによって抽出され
る．

徴情報の例を示す．
図 1 に，人工物メトリクスを実装したシステム（人工物
メトリック・システム）の概要を示す（図中で示されてい
る 2 つのフェーズは，バイオメトリック・システムとほぼ
同じである）．当該システムでは，人工物の出荷前に特徴情
報を抽出し，セキュアなデータベースに格納する．真正性
を検証するときには，対象となる人工物から特徴情報を抽
出し，データベース上の特徴情報と比較する．

2. 検討事項
2.1 人工物メトリクスの要件
本節では，本研究における人工物メトリクスの要件につ

では，著者らが行った実験とその結果について紹介する．

いて述べる．1 つ目に，ユニークかつ抽出しやすい特徴情

第 5 章で考察を加え，第 6 章で本論文を総括する．

報を形成するために製品に添加される材料は，人体と環境

1.2 人工物メトリクスの概要

に影響を及ぼすリスクが低いことが求められる．2 つ目に，

人工物メトリクスでは，個々の人工物が持つユニークな

製品の成形性（狙い通りの形状になること）と強度が低下

情報（特徴情報）を用いて真正性を検証する．このため，

することを避けるために，製品に添加する材料の量は可能

コンセプトはバイオメトリクスと同じである．一方，偽造

な限り少量であることが求められる．3 つ目に，製品に添

困難性は，
「真正品が持つ特徴情報を複製することが困難で

加する材料の存在が製品の外観に影響を与える場合には，

ある」という技術的な裏付けにより成立する．特徴情報は，

その存在を肉眼で確認できない程度にまで隠蔽する方法を

製品の製造過程において自然偶発的に形成されるものであ

用いるべきである（一般的に，合成樹脂製品は塗料で色付

り，製造者であっても狙った通りに形成できない．このた

けされることから，上記の方法は妥当であるといえる．こ

め，特徴情報の形成方法を公開しても偽造困難性が低下す

のことは，透明な合成樹脂製品に対する人工物メトリクス
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は本論文の対象外であることを意味する）．ただし，当該方

る．

法によって特徴情報の抽出に影響が出ること（具体的には，



特徴情報が抽出できなくなったり，十分な特徴情報が得ら
れなくなったりすること）は避けなくてはならない．4 つ

液体を容器に注いでいるとき，液体は 3 次元の流れ
を見せる．



色 A で着色された液体が入っている容器に色 B で着

目に，製品の表面に傷をつけるなど，真正性の検証時に製

色された液体を注ぎ入れると，2 つの色が混ざり合

品に対して物理的な影響を与えないために，特徴情報は非

うことなく，大理石に似た縞模様が容器全体に形成

接触で抽出できることが求められる．

される．

以上のことから，本論文における人工物メトリクスの要

一般的に，液体の流れとそれによって形成される大理石
に似た縞模様は 3 次元性とランダム性を持つ．これは，流

件として，以下の 4 つを設定する．
要件 1：製品に添加する材料は，人体と環境に影響を及ぼ
すリスクが低い．
要件 2：製品に添加する材料の量は 20wt%を超えないも
のとする．この値は，合成樹脂製品の強度や帯電防止
性を高めるために添加される添加剤の量に関する文献
[7][8]を参考にした．
要件 3：製品に含まれる材料の存在を隠蔽する方法によ
って，特徴情報の抽出に影響が出ること（特徴情報が
抽出できなくなったり，十分な特徴情報が得られなく
なったりすること）はない．
要件 4：製品に対して物理的な影響を与えないようにす
るために，特徴情報を非接触で抽出する．

体力学的に見ると液体の流れが「乱流」であり，複雑な非
定常流（液体の流れが時間とともに変動する流れ）である
からである[9]．放射性同位体の崩壊と同様，乱流はランダ
ム性を持つ[10]．
通常，エポキシを用いて製品を成形する際には，型と呼
ばれる容器に硬化剤を含んだ液体のエポキシ（主剤）を注
ぎ込む．このときのエポキシの流れは乱流となる．著者ら
のアイデアは上記 2 つの例からヒントを得たものであり，
大理石に似た縞模様を製品全体に形成し，これを特徴情報
とするものである．これにより，任意の場所から特徴情報
を抽出することができる．
3.2 特徴情報の形成
本節では，特徴情報の形成方法について述べる．はじめ

2.2 前提条件
本節では，議論の範囲を明確にするために，以下に示す

に，光学特性が相異なる粉末 A と粉末 B を用意する．粉末
A は赤外線を反射する性質を持ち，粉末 B は赤外線を吸収

前提条件を設定する．
条件 1：本論文では，メーカーが日々製造する製品を議論
の対象とする（すでに出荷されており市場に出回ってい

する性質を持つ．これらの材料によって形成された縞模様
を被写体とし，この赤外線画像を撮影すると，相反する光
学特性によってコントラストが明瞭な画像を得ることがで

るものは議論の対象外とする）．
条件 2：本論文では，著者らが提案する人工物メトリクス
の有効性（製品の真正性を検証でき，偽造困難性を持つ
可能性があること）を議論する．提案方法は実装されて
いないため，人工物メトリック・システムに関する議論

きる．本論文では，粉末 A に酸化チタン粉末を，粉末 B に
炭素繊維粉末を使用するが，光学特性が同じであり，人体
と環境に影響を及ぼすリスクが低ければそのほかの材料を
使用しても問題ない．
つぎに，少量の粉末 A が添加されたエポキシ A と少量

（特徴情報を照合する装置の性能，耐クローン性の評価）

の粉末 B が添加されたエポキシ B を作製する．両方のエポ

は行わない．
条件 3：本論文では，塗料によって製品全体が着色される
合成樹脂製品にフォーカスを当てる．このため，着色さ

キシには硬化剤を添加し，十分に攪拌する．そして，同じ
量のエポキシ A とエポキシ B を同時に型に流し込む．粉末
A と粉末 B は化学的に安定しているため，2 つのエポキシ

れない透明な合成樹脂製品は議論の対象外とする．
条件 4：合成樹脂にはいろいろな種類があるが，本論文で

を混合したあともそれぞれの粒子に化学的変化は生じない．
上記の物理的・化学的特性と乱流によって，大理石に似

はそのうちのひとつであるエポキシを用いて著者らの
方法の有効性を検証する．これは，成形性と強度が高く，
入手と着色が容易であり，専門的な知識がなくてもアク
セサリー等の製品を作製できるためである．それ以外の
合成樹脂に対する提案方法の適用は，今後の研究課題と

た縞模様が型のなかで形成される．硬化剤によってエポキ
シは少しずつ硬化し，一定時間以上経過すると完全な個体
となる．型を取り外すと，かたどられたエポキシ全体に形
成された縞模様が観測できる．
3.3 特徴情報の隠蔽

する．

我々の身の回りにある合成樹脂製品の大半は塗料によっ

3. 提案方法

て色付けされており，大理石に似た縞模様を持たない．前

3.1 コンセプト

節によって形成された縞模様は製品の外観を損なうおそれ

我々は，日常生活において液体の流れやそれによって表
現される模様を目にする．たとえば，以下のような例があ
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ができる．

4. 実験
4.1 サンプルの作製
著者らは，3.2 節で示した方法を用いて特徴情報が形成で
きること，および添加する材料の適切な量を確認するため
に，3 種類のサンプルを作製した（1 種類につき 5 個作製）．
タイプ 1 のサンプルは，5wt%の酸化チタン粉末が添加され
たエポキシと 5wt%の炭素繊維粉末が添加されたエポキシ
を混合して作製した．タイプ 2 のサンプルは，酸化チタン
粉末と炭素繊維粉末の量をそれぞれ 2.5wt%に減らして作
製した．タイプ 3 のサンプルは，それぞれの量を 1wt%に

図2
Figure 2.

可視光と赤外線の反射

Reflection of visible and infrared light.

図4
Figure 4.
図3
Figure 3.

エポキシ注入法とシリコン型
Epoxy injection method and silicon mold.

特徴情報の抽出

Extraction of characteristic information.

赤外線の反射と吸収を観測可能にしつつ縞模様を隠蔽
するために，肉眼と撮像素子の感度の違いを利用する．具
体的には，かたどられたエポキシの表面全体に赤外線を透
過する塗料を塗布する．当該塗料は図 2 に示すように塗料

図5

サンプル（タイプ 1: 5wt%）

が持つ色を反射するため，肉眼では塗料の色は視認できる

Figure 5.

Samples (Type 1: 5wt%).

が縞模様を視認できない．一方，当該塗料は赤外線を透過
するため，赤外線カメラは縞模様を観測できる．
3.4 特徴情報の抽出
特徴情報である縞模様は，図 3 に示す光学システムを用
いて抽出する．はじめに，ステージ上に製品を置く．つぎ
に，リング状の赤外線光源をレンズに取り付けた赤外線カ
メラを用意し，観測領域に対して赤外線を照射しながら当

図6

サンプル（タイプ 2: 2.5wt%）

該領域を撮影する．リング状の光源を使用する理由は，赤

Figure 6.

Samples (Type 2: 2.5wt%).

外線を観測領域に対して均一に照射できるからである．こ
のシステムにより，顕微鏡よりも特徴情報を広範囲かつ効
率的に抽出できる．
縞模様は製品全体に形成されているため，観測領域を任
意の場所に設定することで多くの特徴情報を得ることがで
きる．バイオメトリクスでいえば，複数の指から指紋や静
脈の画像を得ることと同様である．複数の特徴情報を抽出

図7

することにより，真正性の確度と偽造困難性を高めること

Figure 7.
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サンプル（タイプ 3: 1wt%）
Samples (Type 3: 1wt%).

図 10 は，被験者ごとの得点を示すグラフである．縦軸は

減らして作製した．
上記 2 種類のエポキシは，スポイトを用いて型に流し込

得点，横軸は被験者番号である．青色の棒グラフは 1 セッ

む．大理石に似た縞模様（特徴情報）を作りやすくするた

ト目の得点を，橙色の棒グラフは 2 セット目の得点を，灰

めに試行錯誤を重ねた結果，図 4 に示すように 2 つのスポ

色の直線は 1 セット目の平均得点（9.8）を，黄色の直線は

イトの先端を近づけた状態でエポキシを流し込む方法を採

2 セット目の平均得点（9.9）を示す．1 セット目よりも 2 セ

用した．型には，合成樹脂製のアクセサリーを作製するた

ット目の得点が高くなるという傾向（つまり，2 セット目

めに用いられるシリコン型を使用した（図 4 参照）．サンプ

が有利になること）は見られない．また，獲得可能な点数

ルの形状は，縦 5.5cm，横 3.4cm の楕円となる．

（1 セットあたり 50 点）に対する得点の平均は，1 セット

図 5 から図 7 に，作製されたサンプル表面の可視光画像

目，2 セット目ともに 10 点を下回っている．

を示す．白色は酸化チタン粉末の色であり，黒色は炭素繊

ここで，この実験で得られた点数について考察する．図

維粉末の色である．どのタイプのサンプルも，特徴情報を

11 に示すように、ランダムに並べられたサンプルについて

もつことがわかる．しかし，タイプ 3 のサンプルは，他の

最左端のものを毎回番号 1 の場所に置いた場合、そのサン

タイプよりも黒と白のコントラストが低く特徴情報が明確

プルの裏面に貼り付けられている識別番号と，紙に貼り付

ではない．一方，タイプ 1 とタイプ 2 のサンプルを比較す

けられた識別番号が一致する確率は 24/120 である．ところ

ると，コントラストは同程度であり特徴情報の明瞭さに大

で，このようなシナリオのもとで，偶然，最左端のサンプ

きな違いは認められない．成形性と強度の観点から見ると，

ルが番号 1 のサンプルと一致し続けたと仮定したとき，最

製品に添加される材料の割合は低いほうがよい．このため，

低でも 1 セットで 10 点獲得することができる．ところが、

これ以降の実験では 2.5wt%のサンプルを使用する．

今回の実験での平均得点は 10 点に近い値であった．この

4.2 特徴情報の視認困難性

結果から，特徴情報の視認は困難であったと推測できる．

著者らは，3.3 節で示した方法を用いて特徴情報を隠蔽で

4.3 特徴情報の抽出

きることを確認するために，前節で作製したタイプ 2

3.4 節で示した方法を用いて特徴情報を抽出できること

（2.5wt%）のサンプルの表面に黒色の赤外線透過塗料を筆

を確認するために，前節で使用したタイプ 2（2.5wt%）の

で塗布した．図 8 は，塗料を塗布したあとのサンプルを撮

サンプルを使用して特徴情報を抽出した．図 12 に，赤外線

影した可視光画像である．塗料は黒色を反射するため，塗

塗料を塗布する前のサンプルの可視光画像（上段・再掲）

料の下に存在する特徴情報は撮影されていないことが分か

と，赤外線塗料を塗布した後のサンプルの赤外線画像（下

る．

段）を示す．赤外線透過塗料の赤外線透過率は約 90%であ

つぎに，肉眼によって特徴情報がどのくらい視認困難で

るため，可視光画像と比べると赤外線画像のシャープさは

あるかを検証するために，被験者 20 人に対して以下の実

少し下がる．しかしながら，特徴情報が抽出できることが

験を行った．
(1) サンプル裏面に識別番号を貼り付ける．つぎに，4.1 節
で撮影したサンプル表面の可視光画像を紙に印刷し，
その余白に識別番号を貼り付けたあと，Fig. 9 に示す
ように識別番号順に並べる．
(2) 塗料が塗布された面を上にした状態で，サンプルをテ
図8

ーブル上にランダムに置く．

塗装後サンプル（タイプ 2: 2.5wt%）

Figure 8.

(3) 被験者に次の指示を行う．

Painted samples (Type2: 2.5wt%).

「テーブル上の各サンプルは，大理石に似た縞模様を
持っています．手に取ったサンプルが持つ縞模様と，
紙に印刷された縞模様が一致すると思った場合に，手
に持っているサンプルをその紙の上に置いてくださ
い．ただし，サンプルの裏面を見てはいけません．」
(4) 被験者がすべてのサンプルを移動させたあと，検証者
は，サンプルの裏面に貼り付けられている識別番号と，
紙に貼り付けられた識別番号の一致を確認する．一致
する場合には 1 点を加点する．なお，検証者は被験者
に対して回答の正誤を伝えない．
(5) 被験者と検証者は(2)から(4)を 10 回，合計 2 セット繰

サンプルと印刷された可視光画像

Figure 9.

り返し，被験者ごとの得点を集計する．
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図9
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Samples and printed visible images.
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図 10
Figure 10.

図 13

被験者ごとの得点

Figure 13.

Points table of each examinee.

可視画像の相関比

Correlation ratio of visible images.

(2) 4.3 節で示した方法により，各サンプルの赤外線画像を
撮影する．つぎに，サンプル No. 1 の赤外線画像同士
の相関比と，サンプル No. 1 と残り 49 個のサンプルの
赤外線画像の相関比を，位相限定相関法[a]を用いて計
算する．
相関比の計算に当該方法を使用する理由は，2 つの画像
の相関比を評価する手法として広く知られており，バイオ
メトリクス認証システム（指紋，虹彩，掌紋，歯科 X 線画
像）において使用されている，実績のある手法であるから
図 11
Figure 11.

サンプルの置き方

である[11]．

How to place samples

図 13 に，サンプル No. 1 の赤外線画像同士の相関比を示
すとともに，サンプル No. 1 と残り 49 個のサンプルの赤外
線画像同士の相関比を示す．前者の相関比は 1.0 と高いが，
後者の相関比は前者のものよりも低く，違いが明瞭である
ことが分かる．このことから，異なるサンプル同士の類似
度は低く，ユニークな特徴情報が形成されているといえる．

5. 考察
5.1 要件の充足
本章では，著者らが提案する人工物メトリクスが 4 つの
要件を満たしていることを述べる．
図 12

はじめに，要件 1 について考察する．今回の実験では酸

可視光画像と IR 画像（タイプ 2: 2.5wt%）

Figure 12.

化チタン粉末と炭素繊維粉末を材料として使用した．酸化

Visible and IR image (Type 2: 2.5wt%).

チタンは化学的に安定した物質であり，紫外線遮断能力が
わかる．

あることから日焼け止め化粧品に含まれている．複数の国

4.4 サンプル同士の相関比

際機関の調査でも，顕著な毒性を示すケースが確認されて

3.2 節で述べた方法によってユニークな特徴情報が形成

いないことから[12]，安全な材料であるといえる．一方，炭

されること（サンプル同士の相関比が低いこと）を確認す

素は生体適合性が良いとされており，炭素繊維およびその

るために，以下の実験を行った．

複合材料は人工生体材料にも使用されている[13]．これら

(1) 材料の重量比を 2.5wt%に設定したサンプルを 50 個作

のことから，2 つの材料は人体と環境に影響を及ぼすリス

製する．当該サンプルの表面に，赤外線透過塗料を塗布

クが低く，要件 1 を満たすといえる．しかし，粉末が目に

する．

入ったり，これを吸い込んだりすることのないよう，取り

a 位相限定相関法は，「画像照合（2 つの画像の類似度評価）」と
「位置合わせ（平行移動と回転が加わった画像について，オリジ
ナル画像との比較により平行移動量と回転量を算出する）」とい
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う 2 つの目的に対して有効である．当該方法による画像マッチン
グは，ロバスト性があり（画像が多少変化しても安定的にマッチ
ングできる），位置合わせの精度が高いことが特徴である．
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扱いには留意をする必要がある．
次に，要件 2 について考察する．4 章で述べた実験では，
エポキシと硬化剤の総量に対する酸化チタン粉末と炭素繊
維粉末の重量比を 5wt%，2.5wt%，1wt%に設定してサンプ
ルを作製した．今回選定した 2.5wt%は，要件 2 で定めた
20wt%を下回っている．このため，要件 2 を充足している．
次に，要件 3 について考察する．3.3 節では，2 種類の材
図 14

料によって形成された特徴情報を隠蔽するために，赤外線

粒子の境界での反射と屈折（酸化チタン）

を透過する塗料を塗布する方法を提案した．4 章で述べた

Figure 14. Reflection & inflection at the particle’s boundary

実験では，肉眼では特徴情報を視認できなかったが，赤外

(Titanium Oxide).

線カメラによって撮影された画像によって当該情報を視認
できた．また，それぞれのサンプルに違いが見られること
を確認した．このことは，塗料の塗布が特徴情報の抽出に
影響を及ぼさなかったことを意味している．このため，提
案方法は要件 3 を満たしている．
最後に，要件 4 について考察する．3.4 節では，光学シス
テムを用いた「撮影」という方法により特徴情報を非接触
図 15

で抽出する方法を提案した．4 章で述べた実験では，それ

粒子の境界での反射と屈折（酸化チタン）

ぞれのサンプルから非接触で特徴情報を抽出できており，

Figure 15. Reflection & inflection at the particle’s boundary

抽出された画像は，塗料を塗布する前に撮影された可視光

(Carbon).

画像の特徴を保持している．このため，提案方法は要件 4
を満たしている．

際には，個々の粒子の形状は図 13 や図 14 のような完全な

5.2 偽造困難性

球ではないため，(2)の実行は困難であると考えられる．ま

本論文では，光学的な特徴情報の形成と抽出について述

た，物理的に安定しない液体樹脂の中に存在する粒子を，

べていることから，光学的な観点から特徴情報の偽造困難

狙い通りの 3 次元位置に留めおくこと（(3)の実行）もまた，

性を考察する．

困難であると考えられる．以上のことから，真正品がもつ

一般的に，光学的な特徴情報は，当該情報を形成する粒
子の形状により一意に決定される．また，粒子に到達した

光学的な特徴情報と同じ特徴情報をもつコピー品を作り出
すことは困難であるといえる．

光は粒子の境界面で反射または屈折するが，粒子がもつ屈

ちなみに，本論文では酸化チタン粉末と炭素繊維粉末の

折率は物質によって異なり，粒子がもつ屈折の角度は粒子

両方を使用したが，仮に，酸化チタン粉末のみでサンプル

がもつ形状によって異なる．

を作製した場合でも，前述した(1)から(3)によって偽造困難

図 14 は酸化チタンの粒子を球に見立てて，図 15 は炭素

性はある．また，炭素繊維粉末のみでサンプルを作製した

繊維の粒子を球に見立てて，反射と屈折の様子を示した図

場合でも，同様の理由により偽造困難性はある．本論文で

である．炭素繊維の粒子の場合，粒子の内部に入った光の

は，2 つの材料を使用することから，1 つの材料のみを使用

強度は，光が進むごとに少しずつ弱まる．これは光の吸収

する場合よりも偽造困難性は高まる．

によるものであり，粒子から出る光の強度は粒子に入る光

5.3 製品 1 個あたりの製造コスト
本節では，製品 1 個に対して添加される材料（酸化チタ

よりも弱くなる．
これらのことから，真正品がもつ光学的な特徴情報と同

ン粉末と炭素繊維粉末）のコストを考察する．
4.4 節で作製したサンプル 50 個（エポキシと硬化剤の総

じ特徴情報をもつコピー品をつくるためには，偽造者は以
下のことを実施する必要がある．

量 240g，添加する材料の重量比 2.5wt%）に含まれる酸化チ

(1) 真正品で使用されている材料と同じ材料を使用する．

タン粉末と炭素繊維粉末の重さは，それぞれ 3g である．

(2) 上記素材から，真正品の粒子と形状が同じ粒子を選び

酸化チタン粉末 1kg の小売販売単価は 2 円/g，炭素繊維
粉末 20kg の小売販売単価は 3.2 円/g であるため，サンプル

出す．
(3) 上記粒子の 3 次元的な位置関係を，真正品の粒子と同

1 個（4g）あたりの金額は 0.26 円となる．この金額は，紙
ラベル型 RFID タグ 1,000 枚の小売販売価格（160 円/枚[14]）

じにする．

よりも安く，それぞれの材料の大量購入によって更に安く
製品の製造業者であれば，(1)は容易である．しかし，実

なるものと考えられる．また，RFID タグとは異なり，製品
から複数の特徴情報が抽出できることも，材料のコストパ
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5.4 合成樹脂製品の劣化と対策
本節では，一般的な合成樹脂製品の劣化の原因とその対
策について述べる．
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