
 
 

 
 

紙の暗号化技術 

Paper Encryption Technology 

あらまし  

個人情報保護法の全面施行（2005年4月）を契機とし，様々な情報漏えい対策が進められ

ている。「印刷をさせない」ことによる情報漏えい抑止，「印刷者のログを記録」するシステ

ムや，印刷物の中にIDなどの追跡情報を埋め込む電子透かし技術なども利用されている。

しかし，「印刷させない」システムは，業務によっては適合しないこともあり利便性を損な

う場合もある。また「電子透かし」は情報漏えいが起きた後に犯人探しを行う事後対策のた

め，情報漏えいそのものは発生する。印刷を許しながら，なおかつ情報漏えいそのものを防

ぐために，富士通研究所では印刷物を電子データのように暗号化し，パスワードを知る人の

みが隠蔽
ぺい

された情報を閲覧することができる「紙の暗号化技術」を世界に先駆けて実現した。 
本稿では，紙の暗号化技術の概要を紹介するとともに，本技術の用途や応用例などにつ

いて紹介する。 

Abstract 

Since April 2005, some laws have been enforced in Japan to protect personal information.  
Various measures have been developed including not allowing documents to be printed or 
keeping logs of who prints documents.  Recently, watermark technologies for paper 
documents have been developed and applied to some systems.  These technologies can 
embed into a document some information about who is printing it so that that person can be 
traced if an information leaks occurs.  But the measure of not allowing documents to be 
printed is not suitable for some business process, and watermark technology is only a 
countermeasure for after information has leaked.  So we have developed some new 
encryption technology for paper documents.  It can encrypt sensitive areas on a document 
and decrypt information hidden on it, the same as conventional cipher algorithms for 
electronic data.  Our technology is for use before information has leaked, so it is a very 
powerful tool for business activities. 
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ま え が き 

 2005年4月の個人情報保護法施行後も情報漏えい

事件は多発している。その中でも紙媒体からの情報

漏えいは経路別で依然トップを占めており，(1)根本的

な対策が必要である。富士通研究所は本誌2007年
5月号掲載の「印刷物セキュリティを実現する透か

し技術」(2)で紹介したように，印刷物のセキュリ

ティ技術について研究開発を進めてきた。しかし，

電子透かし技術は情報漏えい後に犯人の追跡に用い

られたり，漏えい直前に警告を示したりするなど，

精神的な抑止効果の意味合いが強い。 
 そこで，富士通研究所では，世界に先駆けて印刷

物を電子データと同じように暗号化・復号すること

が可能な技術を開発し実現した。これにより，万が

一印刷物が外部に持ち出されたとしても，パスワー

ドを知らない人が暗号化文書を解読して情報を読み

取ることはできない。このため，電子透かしのよう

に情報が漏れてから犯人を追跡する事後的な対策で

はなく，漏れる前の事前対策を講じることができる。

本技術により，印刷されてしまった文書の安全性を

高め，印刷物からの情報漏えいを防ぐ新しいサービ

スやソリューションが提供可能になる。 

印刷物の暗号化・復号技術の概要 

● 暗号化と復号のプロセス 
 開発した技術は，図-1に示すように電子データ

（文書作成アプリケーションソフトやデジタルカメ

ラで撮影した画像など）や印刷物を対象として暗号

化する。電子データは仮想プリンタドライバと呼ば

れるソフトウェアによって暗号化前にいったん画像

化される。印刷物の場合はスキャナによってスキャ

ンされ，画像データとしてPCに取り込まれる。そ

の後暗号化ソフトウェアが立ち上がり，画像データ

に変換された電子データや印刷物に対して暗号化処

理を行う。暗号化の際には利用者によって隠したい

情報がマウスなどによって選択され，パスワードを

入力することによって暗号化処理が開始される。暗

号化処理された画像データは，再度電子データとし

て変換・保存されてもよいし，印刷されてもよい。

こうして生成された暗号化データは，郵送，FAX，

あるいは添付データとして電子メールを経由して受

信者に届けられる。受信者は再び，PC上のソフト

ウェアに暗号化データを取り込んで（印刷物はス

キャナでスキャンする），復号処理を行う。このと

き，暗号化の際に設定されているパスワードを知っ
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図-1 暗号化と復号のプロセス 

Fig.1-Encryption and decryption process. 
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ている人のみが復号に成功する。 
 なお，図-1に示す一連の処理を実行可能なパッ

ケージソフトウェア“DocEncrypt”が（株）PFU
より販売されている。 
● 技術課題 
 暗号化した印刷物を例えば既存の暗号化方式に

よって暗号化し，それを印刷後に復号することは不

可能である。一度印刷してしまった印刷物をスキャ

ナによってスキャンすると，スキャンした画像デー

タは印刷前の画像データとはイコールではなく，色

合いも文字の輪郭も印刷前のデータと比べるとかな

り劣化している。既存の暗号化方式は電子データの

みの利用を仮定しており，復号可能なデータは，暗

号化直後の電子データのみである。この電子データ

に印刷，スキャンという劣化を引き起こす過程が発

生すれば，たとえスキャンによって電子データの形

式に戻ったとしても，復号することはできない。 
 実際に印刷物を暗号化し，業務で運用可能なレベ

ルにするためには以下のような様々な劣化を想定し

なければならない。 
（1） 印刷による劣化 
 例えばカラー画像を印刷すると，プリンタは元の

画像データの色によって，インクを調合して印字を

するのではなく，3～4色程度のインクを使って密

度を変えながら人間の錯覚を利用して印字する。つ

まり，印刷した時点で元の画像データとは大きく異

なる印字が行われる。人間はそれに気づかないだけ

であり，この時点で劣化が生じている。さらにイン

クの滲
にじ

みやムラ，欠けなども生じる。また小さな

拡縮も発生する。 
（2） スキャンによる劣化 
 印刷物をスキャナによってスキャンすると劣化が

生じる。白いはずの紙に影が生じたり，色が黄色く

なったり，グレーになったりする。また，スキャナ

の解像度が低いと，元の印刷データを正確にスキャ

ンすることができなくなり，ノイズやボケが発生す

る。また，スキャン時の歪
ゆが

みや傾きも発生している。 
（3） FAX，コピーによる劣化 
 暗号化した印刷物をFAXで送受信することも想

定される。またコピーされる可能性も考えられる。 
 FAXのスキャン解像度はスキャナのそれよりも

低いため，劣化が発生する。また，スキャンはグ

レースケールで行い，送信は白黒のデータに変換し

て行うため，誤差による劣化も発生する。 
 印刷された暗号化文書を再度復号して閲覧するた

めには，上記の課題をすべてクリアする必要があり，

既存の方式とは異なる新しい観点での技術開発が必

要となる。 
● 紙の暗号化技術 
 印刷物を暗号化し，再度復号するために，つぎの

観点から技術開発を進めた。 
（1） 人間の目の曖昧

あいまい

さを利用した方式 
 プリンタが人間の目の曖昧さを利用しているのな

らば，復号も人間の目の曖昧さを利用してもよい。

つまり，1ビットでもデータが改変されると復号が

できない既存の暗号化方式の代わりに，データが

少々変わっても，人間の目の錯覚を利用して復号す

ることができる。 
（2） 歪みや傾き，拡縮に強い方式 
 スキャンされた画像から再度情報を復号するため

に，スキャン時に発生する歪みや傾き，拡縮に耐え

る方式が必要となる。 
（3） 電子データとしての利用も想定 
 暗号化したデータを印刷せずに電子データのまま

で運用するシーンも想定し，復号時には既存の暗号

化方式と同様に元のデータに完全に戻る方式とする。 
 上記を想定して開発したものが，「紙の暗号化技

術」である。 
 

（a）原画像 （b）画像変換 （c）暗号化画像  

図-2 紙の暗号化技術の概要 
Fig.2-Overview of our paper encryption technology. 
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（a）歪んだ画像 （b）歪み補正 （c）復号画像
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図-3 歪み補正 

Fig.3-Distortion correction. 
 

（a）影が映り込んだ画像 （b）復号結果 （c）光学的ノイズ補正

図-4 光学的ノイズ補正 

 暗号化方式の概要を図-2に示す。画像データの暗

号化はスクランブルをベースにしている（厳密には，

スクランブルは暗号化とは言わないが，本稿ではス

クランブル＝秘匿化≒暗号化と想定して話を進め

る）。スクランブルは，画像を小さな領域に区切っ

て位置を入れ替えるだけの処理であるため上記

（1）の用件を満たす。つまり，印刷やスキャンに

よって発生する小さな劣化は，人間の目の曖昧さに

よってごまかすことができる。しかし，単純なスク

ランブルはセキュリティ強度が低くなるため，本方

式ではスクランブルの前に特殊な画像変換を入れて

いる。この変換によって，例えば印刷された暗号化

文書を拡大コピーし，ハサミで切断してパズルを

行っても正解に辿
たど

り着けない工夫が施してある。 

Fig.4-Optical noise reduction. 
 

 暗号化された領域の復号は，スキャンした画像

データの中から暗号化領域をソフトウェアの処理で

探し出し，暗号化とは逆の処理を行うことによって

実現している。このとき，スクランブルによって区

切られた小さな領域は矩
く

形や三角形などの特定の形

をもって行われていることが事前に分かっているた

め，小領域ごとに歪み補正を行うことができる。こ

のため，8ポイント程度の小さな文字も復号によっ

て再現することが可能となっている。 
● 紙の暗号化モバイル 
 印刷物の復号にスキャナを用いるケースは主に暗

号化された大量の印刷物を一気に復号する場合が想

定される。しかし，少量の文書や，届いたFAXを

素早く閲覧したい場合など，即時閲覧が求められる

場合にはスキャナよりもカメラ付携帯電話の方が手

軽で便利である。富士通研究所では，スキャナでの

復号方式を実現すると同時に，カメラ付携帯電話を

用いて印刷物からの復号を可能とする方式を開発し

た。カメラ付携帯電話での復号はスキャナでの復号

で必要とされる技術課題のほかに下記が必須となる。 
（1） 3次元歪み 
 携帯電話を用いて復号処理を行うことはスキャナ

と異なり，カメラと印刷物の距離，カメラの傾き，

レンズの歪みなどが発生する。図-3は撮影した画像

の歪み補正とその復号処理を示している。図-3（a）
で歪んで撮影された画像が（b）で補正され，（c）
で復号されている。 
（2） 光学的ノイズ 
 利用者は，照明条件が刻々と変化する屋内や太陽

の下で復号処理を行う可能性がある。印刷物には影

が映り込むことによって暗号化領域内に明るい部分

と暗い部分が生じるため，復号が難しくなり，画質

も劣化しやすい。図-4（a）は実際に影が映り込ん

で撮影された画像である。そのまま復号すると，

（b）に示すように，逆スクランブル処理の影響で，

影の部分と明るい部分が分散され，背景にテクス

チャ状のノイズが発生する。これに対し，明るさ補

正を行い，光学的ノイズを除去した画像が（c）で

ある。復号画像の明るさが一定となっており，しか

も文字と背景のコントラストを上げることによって

文字を読みやすくしている。 
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（3） 手ブレ 
 利用者は手に持った印刷物を手に持った携帯電話

で閲覧する。また，印刷物の復号は接写によって行

われるので手ブレの影響による画質劣化が深刻にな

る。そこで，図-5に示すようにカメラからの映像を

動画で携帯電話のプロセッサに取り込み，簡易かつ

高速な手ブレ検出処理を用いて取得した画像が手ブ

レしているか否かを判定する処理を復号処理の前に

設けた。手ブレ検出部で手ブレしている画像と判断

されると，後段の復号処理にいかずに画像を廃棄し，

つぎの画像の手ブレチェックを行う。これを繰り返

し，手ブレがない画像を選択し，復号画像の画質を

向上させている。 
 以上のようにモバイル環境に特有の技術課題を解

決し，カメラ付携帯電話での暗号化印刷物の復号に

成功した。ほかにカメラ解像度を向上させるほど復

号した画質は向上することが判明しているが，解像

度が向上すればするほど処理に時間がかかるため，

処理の高速化が求められている。 

用途・応用例 

 印刷物を暗号化できることで，いくつかの用途・

応用例が考えられる。 
● 用途 
（1） 保管/持出し文書の安全確保 
 印刷物を暗号化できるため，印刷して保管が必要

な文書や持出し文書，手帳の中身まで暗号化するこ

とが可能になり，あらゆる紙媒体からの情報漏えい

に対処できる。とくに機密書類は鞄
かばん

の置忘れや置

引きなどによる情報漏えいも発生しているため，対

処が必要である。 

（2） FAXの保護 
 FAXからの情報漏えいも依然撲滅されない。現

在でも発注書や納品書，金融帳票や顧客の申込書な

どの送受信などがFAXでやり取りされている。実

際にFAXの誤送信を防ぐために，FAXの送信に数

人が立ち会う対策をしている企業も存在する。しか

し，送信側で番号を何度確かめても，受信側が番号

を変えたことに気づかずに情報漏えいを引き起こす

ケースも見受けられる。本技術を適用すれば，送信

するデータの機密事項を隠蔽
ぺい

することができ，復

号装置（ソフトウェア）を所有し，なおかつパス

ワードを知らなければ復号ができないため，誤送信

による情報漏えいを防ぐことができる。 
（3） 印刷物の改ざん検知 
 図-6に示すように，改ざんされたくない情報を

二つ紙面に印刷し，片方を暗号化しておく。暗号化

されていない方を改ざんしても，暗号化されている

方に同じ改ざんを施すことができない。このため，

暗号化されている方を復号して，暗号化されていな

い方と比較することにより，改ざんをチェックでき

る。パスワードが秘密のため，暗号化ソフトウェア

を所有する人であっても改ざんができない。 
● 応用例 
 紙の暗号化技術を用いたいくつかの応用例が考え

られる。 
（1） 部分暗号化による書類の2重作成を回避 
 原本を加工し，提出用に新規に作成していた資料

作成の手間を削減することができる。例えば，障害

管理表や，内部統制監査資料・運用状況評価資料，

設計仕様書，裁判所の公開文書などがある。原本に

見せたくない情報を含む書類を他者に公開あるいは

 

捨てる 捨てる 捨てる 復号  
図-5 手ブレ画像処理 

Fig.5-Blur reduction by picture selecting. 

 

領収書

株式会社○×商事 様

但 飲食代金として
2009年9月1日
上記正に領収いたしました。 ○×△株式会社

改ざん検知用

¥1,230,000-
¥1,230,000-

図-6 改ざん検知 
Fig.6-Tamper detection by our paper encryption  

technology. 
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共有する場合に，見られたくない情報を除いた資料

を2重作成する，あるいは墨塗り処理を施すといっ

た運用がされている。ここで紙の暗号化を用いれば，

パスワードを知っている人のみが復号できるため，

書類の2重作成の手間が省ける。 
（2） 閲覧制御による墨塗り文書作成の手間削減 
 お客様アンケートのように，個人情報を社内の複

数部署で共有する場合，マーケット部門にはお客様

の年齢や性別，製品への要望だけを公開し，店舗に

は製品の要望だけを公開する。お客様との直接のや

り取りが必要なお客様相談センタではすべての情報

を復号可能とすることで，情報の公開範囲を制御で

きる。二次的な効果として，カーボン紙の削減が考

えられる。お客様申込書などの記入で使われるカー

ボン紙は，2枚目，3枚目と複写される部分が異な

る。紙の暗号化技術を用いればこれを1枚の紙で代

替可能なため，カーボン紙を廃止し，コスト削減が

可能となる。 
（3） 機密情報を扱う業務の社外委託 
 機密情報を含む業務は，情報漏えいの観点から完

全に社外に業務を委託することが難しい。しかし，

紙の暗号化技術を用いれば，必要 低限の情報を社

外に出すことができる。例えば，個人情報の入力作

業といった単純な業務を考える。入力は委託先会社

のPCから委託元会社のサーバにアクセスすること

で行い，A社には氏名の一部と住所の一部，さらに

電話番号の一部を公開し，B社には住所の残りと電

話番号の残りを公開して入力作業を委託すれば，

A社とB社が結託しない限り，個人情報が漏れるこ

とはなくなる。 

今後の展開 

 印刷物の暗号化をSaaS形態で提供し，復号も

SaaS，もしくはカメラ付携帯電話で行うシステム

を検討している。これにより，PCに特殊なソフト

ウェアをインストールすることなく，メンテナンス

も自身で行う必要がなく，常に 新のサービスを利

用することができる。より高いセキュリティが必要

な組織においては，鍵の配布も自動化し，復号する

人の個人認証と連携した安全なサービスを提供する。 

む  す  び 

 富士通研究所が世界に先駆けて開発した紙の暗号

化技術とその用途・応用例について述べた。印刷物

を暗号化することで持ち出される印刷物や，誤送信

されたFAXからの情報漏えいも防ぐことが可能と

なる。印刷物は利便性が高いため，セキュリティ対

策を講じることによって，その性質が失われること

を嫌う組織も多い。しかし，情報漏えいの経路別統

計では紙からの漏えいが55％と も多く，早急に

対策をとらなければ，個人情報を預けるお客様に

とっての脅威は存続することになる。紙の暗号化技

術は多くの人が所有する携帯電話で素早く暗号化領

域を閲覧可能であるため，セキュリティ対策を進め

ながらも紙の利便性をなるべく損なわない配慮がな

されている。本技術の利用者および個人情報を預け

る側のお客様の意見を収集しながら更に利便性を向

上させていく予定である。 
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