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(57)【特許請求の範囲】

【請求項１】  商標、家紋、ロゴマーク、シンボルマー

ク、文字等を１つの網点画素に対応する入力画像とし、

前記入力画像の画線の輪郭内部にぼかし処理して得られ

た網点によって構成することを特徴とするハーフトーン

スクリーン作成方法。

【請求項２】  商標、家紋、ロゴマーク、シンボルマー

ク、文字等を１つの網点画素に対応する入力画像とし、

前記入力画像の画線の輪郭外部にぼかし処理して得られ

た網点によって構成することを特徴とするハーフトーン

スクリーン作成方法。

【請求項３】  商標、家紋、ロゴマーク、シンボルマー

ク、文字等を１つの網点画素に対応する入力画像とし、

前記入力画像の画線の輪郭内部にぼかし処理し、前記入

力画像の画線の交点部分に鋭角状にぼかし処理して得ら

れた網点によって構成することを特徴とするハーフトー

ンスクリーン作成方法。

【請求項４】  商標、家紋、ロゴマーク、シンボルマー

ク、文字等を１つの網点画素に対応する入力画像とし、

前記入力画像の画線の輪郭内部にぼかし処理し、前記入

力画像の画線の輪郭外部にぼかし処理して得られた網点

によって構成することを特徴とするハーフトーンスクリ

ーン作成方法。

【請求項５】  商標、家紋、ロゴマーク、シンボルマー

ク、文字等を１つの網点画素に対応する入力画像とし、

前記入力画像の画線の輪郭内部にぼかし処理し、前記入

力画像の画線の交点部分に鋭角状にぼかし処理し、前記

入力画像の画線の輪郭外部にぼかし処理して得られた網

点によって構成することを特徴とするハーフトーンスク

リーン作成方法。

【請求項６】  商標、家紋、ロゴマーク、シンボルマー

ク、文字等を１つの網点画素に対応する入力画像とし、

前記入力画像の輪郭領域を抽出し、前記入力画像の画線

の輪郭外部にぼかし処理し、前記入力画像の輪郭領域に

数ピクセルの濃度ゼロ領域を割り当てて得られた網点に

よって構成することを特徴とするハーフトーンスクリー

ン作成方法。

【請求項７】  商標、家紋、ロゴマーク、シンボルマー

ク、文字等を１つの網点画素に対応する入力画像とし、

前記入力画像の輪郭領域を抽出し、前記入力画像の画線

の輪郭内部にぼかし処理し、前記入力画像の画線の輪郭

外部にぼかし処理し、前記入力画像の輪郭領域に数ピク

セルの濃度ゼロ領域を割り当てて得られた網点によって

構成することを特徴とするハーフトーンスクリーン作成

方法。

【請求項８】  商標、家紋、ロゴマーク、シンボルマー

ク、文字等を１つの網点画素に対応する入力画像とし、

前記入力画像の輪郭領域を抽出し、前記入力画像の画線

の内部にぼかし処理し、前記入力画像の画線の交点部分

に鋭角状にぼかし処理し、前記入力画像の画線の輪郭外

部にぼかし処理し、前記入力画像の輪郭領域に数ピクセ

ルの濃度ゼロ領域を割り当てて得られた網点によって構

成することを特徴とするハーフトーンスクリーン作成方

法。

【請求項９】  ヨコ方向に繰り返されるｎ文字からなる



特許3478474(2)

社名、標語、警告文、ロゴマーク等をヨコ方向に１文字

づつ一定の方向にずらしながらｎ行配置したｎ×ｎブロ

ックを１つの網点画素に対応する入力画像とし、前記入

力画像の画線の輪郭内部にぼかし処理して得られたｎ×

ｎブロックの網点によって構成することを特徴とするハ

ーフトーンスクリーン作成方法。

【請求項１０】  ヨコ方向に繰り返されるｎ文字からな

る社名、標語、警告文、ロゴマーク等をヨコ方向に１文

字づつ一定の方向にずらしながらｎ行配置したｎ×ｎブ

ロックを１つの網点画素に対応する入力画像とし、前記

入力画像の画線の輪郭外部にぼかし処理して得られたｎ

×ｎブロックの網点によって構成することを特徴とする

ハーフトーンスクリーン作成方法。

【請求項１１】  ヨコ方向に繰り返されるｎ文字からな

る社名、標語、警告文、ロゴマーク等をヨコ方向に１文

字づつ一定の方向にずらしながらｎ行配置したｎ×ｎブ

ロックを１つの網点画素に対応する入力画像とし、前記

入力画像の画線の輪郭内部にぼかし処理し、前記入力画

像の画線の交点部分に鋭角状にぼかし処理して得られた

ｎ×ｎブロックの網点によって構成することを特徴とす

るハーフトーンスクリーン作成方法。

【請求項１２】  ヨコ方向に繰り返されるｎ文字からな

る社名、標語、警告文、ロゴマーク等をヨコ方向に１文

字づつ一定の方向にずらしながらｎ行配置したｎ×ｎブ

ロックを１つの網点画素に対応する入力画像とし、前記

入力画像の画線の輪郭内部にぼかし処理し、前記入力画

像の画線の輪郭外部にぼかし処理して得られたｎ×ｎブ

ロックの網点によって構成することを特徴とするハーフ

トーンスクリーン作成方法。

【請求項１３】 ヨコ方向に繰り返されるｎ文字からな

る社名、標語、警告文、ロゴマーク等をヨコ方向に１文

字づつ一定の方向にずらしながらｎ行配置したｎ×ｎブ

ロックを１つの網点画素に対応する入力画像とし、前記

入力画像の画線の輪郭内部にぼかし処理し、前記入力画

像の画線の交点部分に鋭角状にぼかし処理し、前記入力

画像の画線の輪郭外部にぼかし処理して得られたｎ×ｎ

ブロックの網点によって構成することを特徴とするハー

フトーンスクリーン作成方法。

【請求項１４】  ヨコ方向に繰り返されるｎ文字からな

る社名、標語、警告文、ロゴマーク等をヨコ方向に１文

字づつ一定の方向にずらしながらｎ行配置したｎ×ｎブ

ロックを１つの網点画素に対応する入力画像とし、前記

入力画像の輪郭領域を抽出し、前記入力画像の画線の輪

郭外部にぼかし処理し、前記入力画像の輪郭領域に数ピ

クセルの濃度ゼロ領域を割り当てて得られたｎ×ｎブロ

ックの網点によって構成することを特徴とするハーフト

ーンスクリーン作成方法。

【請求項１５】  ヨコ方向に繰り返されるｎ文字からな

る社名、標語、警告文、ロゴマーク等をヨコ方向に１文

字づつ一定の方向にずらしながらｎ行配置したｎ×ｎブ

ロックを１つの網点画素に対応する入力画像とし、前記

入力画像の輪郭領域を抽出し、前記入力画像の画線の輪

郭内部にぼかし処理し、前記入力画像の画線の輪郭外部

にぼかし処理し、前記入力画像の輪郭領域に数ピクセル

の濃度ゼロ領域を割り当てて得られたｎ×ｎブロックの

網点によって構成することを特徴とするハーフトーンス

クリーン作成方法。

【請求項１６】  ヨコ方向に繰り返されるｎ文字からな

る社名、標語、警告文、ロゴマーク等をヨコ方向に１文

字づつ一定の方向にずらしながらｎ行配置したｎ×ｎブ

ロックを１つの網点画素に対応する入力画像とし、前記

入力画像の輪郭領域を抽出し、前記入力画像の画線の輪

郭内部にぼかし処理し、前記入力画像の画線の交点部分

に鋭角状にぼかし処理し、前記入力画像の画線の輪郭外

部にぼかし処理し、前記入力画像の輪郭領域に数ピクセ

ルの濃度ゼロ領域を割り当てて得られたｎ×ｎブロック

の網点によって構成することを特徴とするハーフトーン

スクリーン作成方法。

【請求項１７】  タテ方向に繰り返されるｎ文字からな

る社名、標語、警告文、ロゴマーク等をタテ方向に１文

字づつ一定の方向にずらしながらｎ列配置したｎ×ｎブ

ロックを１つの網点画素に対応する入力画像とし、前記

入力画像の画線の輪郭内部にぼかし処理して得られたｎ

×ｎブロックの網点によって構成することを特徴とする

ハーフトーンスクリーン作成方法。

【請求項１８】  タテ方向に繰り返されるｎ文字からな

る社名、標語、警告文、ロゴマーク等をタテ方向に１文

字づつ一定の方向にずらしながらｎ列配置したｎ×ｎブ

ロックを１つの網点画素に対応する入力画像とし、前記

入力画像の画線の輪郭外部にぼかし処理して得られたｎ

×ｎブロックの網点によって構成することを特徴とする

ハーフトーンスクリーン作成方法。

【請求項１９】  タテ方向に繰り返されるｎ文字からな

る社名、標語、警告文、ロゴマーク等をタテ方向に１文

字づつ一定の方向にずらしながらｎ列配置したｎ×ｎブ

ロックを１つの網点画素に対応する入力画像とし、前記

入力画像の画線の輪郭内部にぼかし処理し、前記入力画

像の画線の交点部分に鋭角状にぼかし処理して得られた

ｎ×ｎブロックの網点によって構成することを特徴とす

るハーフトーンスクリーン作成方法。

【請求項２０】  タテ方向に繰り返されるｎ文字からな

る社名、標語、警告文、ロゴマーク等をタテ方向に１文

字づつ一定の方向にずらしながらｎ列配置したｎ×ｎブ

ロックを１つの網点画素に対応する入力画像とし、前記

入力画像の画線の輪郭内部にぼかし処理し、前記入力画

像の画線の輪郭外部にぼかし処理して得られたｎ×ｎブ

ロックの網点によって構成することを特徴とするハーフ

トーンスクリーン作成方法。

【請求項２１】  タテ方向に繰り返されるｎ文字からな

る社名、標語、警告文、ロゴマーク等をタテ方向に１文
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字づつ一定の方向にずらしながらｎ列配置したｎ×ｎブ

ロックを１つの網点画素に対応する入力画像とし、前記

入力画像の画線の輪郭内部にぼかし処理し、前記入力画

像の画線の交点部分に鋭角状にぼかし処理し、前記入力

画像の画線の輪郭外部にぼかし処理して得られたｎ×ｎ

ブロックの網点によって構成することを特徴とするハー

フトーンスクリーン作成方法。

【請求項２２】  タテ方向に繰り返されるｎ文字からな

る社名、標語、警告文、ロゴマーク等をタテ方向に１文

字づつ一定の方向にずらしながらｎ列配置したｎ×ｎブ

ロックを１つの網点画素に対応する入力画像とし、前記

入力画像の輪郭領域を抽出し、前記入力画像の画線の輪

郭外部にぼかし処理し、前記入力画像の輪郭領域に数ピ

クセルの濃度ゼロ領域を割り当てて得られたｎ×ｎブロ

ックの網点によって構成することを特徴とするハーフト

ーンスクリーン作成方法。

【請求項２３】  タテ方向に繰り返されるｎ文字からな

る社名、標語、警告文、ロゴマーク等をタテ方向に１文

字づつ一定の方向にずらしながらｎ列配置したｎ×ｎブ

ロックを１つの網点画素に対応する入力画像とし、前記

入力画像の輪郭領域を抽出し、前記入力画像の画線の輪

郭内部にぼかし処理し、前記入力画像の画線の輪郭外部

にぼかし処理し、前記入力画像の輪郭領域に数ピクセル

の濃度ゼロ領域を割り当てて得られたｎ×ｎブロックの

網点によって構成することを特徴とするハーフトーンス

クリーン作成方法。

【請求項２４】  タテ方向に繰り返されるｎ文字からな

る社名、標語、警告文、ロゴマーク等をタテ方向に１文

字づつ一定の方向にずらしながらｎ列配置したｎ×ｎブ

ロックを１つの網点画素に対応する入力画像とし、前記

入力画像の輪郭領域を抽出し、前記入力画像の画線の輪

郭内部にぼかし処理し、前記入力画像の画線の交点部分

に鋭角状にぼかし処理し、前記入力画像の画線に輪郭外

部にぼかし処理し、前記入力画像の輪郭領域に数ピクセ

ルの濃度ゼロ領域を割り当てて得られたｎ×ｎブロック

の網点によって構成することを特徴とするハーフトーン

スクリーン作成方法。

【請求項２５】  請求項１乃至２４記載のいずれかの方

法において、入力画像を反転処理する画像処理部を設け

て網点によって構成することを特徴とするハーフトーン

スクリーン作成方法。

【請求項２６】  請求項１乃至２５記載のいずれかの方

法において、全ての処理を通じて得られた画像データの

階調を反転処理する画像処理部を設けて網点によって構

成することを特徴とするハーフトーンスクリーン作成方

法。

【請求項２７】  請求項１乃至２６記載のいずれかのハ

ーフトーンスクリーン作成方法によって作成された製版

用コンタクトスクリーンフィルム。

【請求項２８】  請求項１乃至２６記載のいずれかのハ

ーフトーンスクリーン作成方法によって作成された製版

用フィルム原版。

【請求項２９】  請求項２７記載の製版用コンタクトス

クリーンフィルムによって作成された製版用フィルム原

版。

【請求項３０】  請求項１乃至２６記載のいずれかのハ

ーフトーンスクリーン作成方法によって作成された印刷

用刷版。

【請求項３１】  請求項２７記載の製版用コンタクトス

クリーンフィルムによって作成された印刷用刷版。

【請求項３２】  請求項２８又は２９記載のいずれかの

製版用フィルム原版によって作成された印刷用刷版。

【請求項３３】  請求項３０乃至３２記載のいずれかの

印刷用刷版を用いて特殊網点を印刷する印刷方法。

【請求項３４】  請求項３３記載の印刷方法によって作

成された特殊網点を有する印刷物。

 

【発明の効果】以上の説明から明らかなように、本発明

の網点作成法による偽造防止用階調再現法によれば、一

般の製版用機器で複製を行った図31（ｂ）に示したよう

に、和文書体「壱」の網点は、消失し、判読不可能とな

る。

【００４２】また、網点を複製した場合、走査入出力に

対するモアレを発生させ、複製物は、著しい階調不良に

より一目で真偽判定が可能となることから、該階調不良

に対する復元の難易度から偽造行為を未然に防ぐことも

可能であり、偽造防止策としての役割が大きい。

【００４３】更に、本発明における前述の機械読み取り

の例としては、たとえば自動販売機等の紙幣判別読み取

り部分において、該狭小領域の網点（例えば前記和文書

体「壱」）をCCDカメラ等で読み取り、パターンマッチ

ング等の画像処理を行うことによって、目視による真偽

判別と比較して自動的、且つ、高速な真偽判別を行うこ

とができる例などが挙げられる。
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