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電子透かしアプリケーション「acuagraphy」シリーズバージョンアップ版 

2 製品を 1 月 15 日より発売開始。 

～印刷対応の機能追加、画質向上、電子透かし情報の検出率向上、ユーザビリティ向上～ 

 

株式会社 シーフォーテクノロジー（東京都品川区、社長：三住 光男、以下 C4T）では、このほど、すでに数百万

コンテンツにご利用をいただき、高い評価を得ている電子透かしアプリケーション「acuagraphy」シリーズ(*注１)バ

ージョンアップ版「acuagraphy <Picturemark GUI 版> Ver.2」および「acuagraphy <Picturemark Photoshop  

Plug-in 版> Ver.2」の 2 製品を 1 月 15 日から発売開始いたします。 

 

「電子透かし技術」とは、画像、音声、動画などのデジタルコンテンツに品質保持を確保しながら、そのコンテンツ

の著作権情報や関連した任意の情報をコンテンツ自体に埋め込む技術です。 

 

ブロードバンド（高速大容量）通信網の整備やパソコン・携帯電話などの技術革新により、デジタルコンテンツサ

ービス分野では高精細な画像などが望まれるようになりました。加えて、インターネットユーザー自身が制作した

画像や情報がインターネットを介して SNS サイトや投稿サイトに公表されるという「Web2.0」時代が到来し、デジタ

ルコンテンツの非合法な二次使用の懸念も増大しており、著作権、意匠権、商標権、肖像権等の知的所有権の

保護がますます重要な課題となっています。 

 

今回の、acuagraphyシリーズのバージョンアップでは、品質、検出率、ユーザビリティの向上および新機能の追加

を行いました。 

新機能の印刷対応機能は、電子透かし情報を埋め込んだデジタルコンテンツを印刷し、印刷物から電子透かし

情報を検出することを可能にした機能です(*注２)。 また、今まで以上にオリジナルコンテンツの品質を保ったま

ま、電子透かし情報を埋め込むことを可能としました。 

ユーザビリティの向上では、特に要望の大きかった一度に大量のデータを処理するバッチ処理機能においても、

１枚ずつ画像を確認しながらパラメーターを操作して電子透かし情報を埋め込めるマニュアル処理の操作性が

向上しました。 

なお、本件によるＣ４Ｔの業績に与える影響は現状軽微の見通しです。 

 

*注 1 

「acuagraphy」は、社団法人日本音楽著作権協会（JASRAC）マークや財団法人日本情報処理開発協会

（JIPDEC）のプライバシーマークに採用されているほか、国内のコンテンツ流通を促進するコンテンツ ID フォー
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ラム（cIＤｆ）への参画や国内標準透かし（メタ透かし）の技術として提供しています。 

*注 2 

電子透かし情報の検出処理に、元画像の解像度（Pixcel 値）や、印刷解像度（DPI 値）の検出パラメーター設定

を可能とし、加工された画像（拡大/縮小/切り抜き...等）や印刷物からの検出率が飛躍的に向上しましたが、印

刷条件や用紙の種類によっては検出できない場合もあります。 

 

【acuagraphy <Picturemark GUI 版> Ver.2 概要】 

 

 製品名     acuagraphy <Picturemark GUI 版> Ver.2 

システム要件 対応 OS ：Microsoft(R) Windows(R) 2000 Professional /XP Home Edition/Professional 

/Windows Vista 

    推奨環境 ：メモリ 256MB、Intel(R) Pentium(R) Ⅲ 800MHｚ以上 

     ※ID 管理用にHASP（USB キー）を使用するため、USB ポートの空きが 1つ必要です。 

    対応ファイル形式 ：BMP/JPEG/GIF/PNG/TIFF 

価格       Picturemark GUI 版             1,260,000 円（本体価格 1,200,000 円） 

    オプション 追加ライセンス          105,000 円（本体価格  100,000 円） 

特徴 ・  オリジナルのコンテンツの品質を保ったまま、不可視の状態で著作権情報や管理用コードの

電子透かし情報を埋め込むことが可能。Ver.2 になり画質が大幅に向上。 

・ 埋め込んだ電子透かし情報は、コンテンツを加工しても残り、必要に応じて検出が可能。元

画像のサイズ（Pixcel値）や印刷時のDPI値等を入力することにより、印刷物や縮小画像から

の電子透かし情報の検出率が飛躍的にアップ。 

・ 印刷物などアナログ化されたデータでも検出することが可能。(*注２) 

・ GUI 版では、１枚ずつ画像を確認しながらパラメーターを操作して処理できるほか、バッチ処

理で多量のデータ処理が可能。 

 

【acuagraphy <Picturemark Photoshop Plug-in 版> Ver.2 概要】 

 

 製品名 acuagraphy <Picturemark Photoshop Plug-in 版> Ver.2 

システム要件 対応 OS/Photoshop バージョン ： 

 Microsoft(R) Windows(R) 2000 /XP 日本語版上で動作する Adobe Photoshop 7.0/CS 8.0/ 

 Elements 5.0（他のバージョンの場合はお問合せください。） 

    推奨環境 ：Adobe Photoshop が動作可能な環境 

     ※ID 管理用にHASP（USB キー）を使用するため、USB ポートの空きが 1つ必要です。 

 対応ファイル形式 ：Phtoshop 対応ファイル※一部対応できないファイル形式もあります。 

価格       Photoshop Plug-in 版             840,000 円（本体価格  800,000 円） 

    オプション 追加ライセンス          105,000 円（本体価格  100,000 円） 

特徴 ・  オリジナルのコンテンツの品質を保ったまま、不可視の状態で著作権情報や管理用コードの

電子透かし情報を埋め込むことが可能。Ver.2 になり画質が大幅に向上。 

・ 埋め込んだ電子透かし情報は、コンテンツを加工しても残り、必要に応じて検出が可能。元



  
画像のサイズ（Pixcel値）や印刷時のDPI値等を入力することにより、印刷物や縮小画像から

の電子透かし情報の検出率が飛躍的にアップ。 

・   印刷物などアナログ化されたデータでも検出することが可能。(*注２) 

・   Photoshop Plug-in 版では、16 ビットの TIFF 画像に対応可能。 

・   Windows の環境下で、Mac 用 BMP画像（PCT、PICT）の処理が可能。 

・   Photoshop で利用可能な画像フォーマットにも対応可能。 

 

 

【株式会社 シーフォーテクノロジー 会社概要】 

本社所在地 ：東京都品川区上大崎 2丁目 13 番 17 号 目黒東急ビル 5階 

代表取締役社長 ：三住 光男（ミスミ ミツオ） 

資本金 ：13 億 668 万円（2007 年 1 月 1 日現在） 

事業内容 ：インターネットセキュリティに欠かせない暗号技術をはじめとする要素技術の研究・開発、

情報セキュリティ製品の供給およびソリューションサービスを提供しております。今後も、パ

ートナーとの技術提携により新しい技術・サービスの提供を行い、情報セキュリティ分野に

おいて、金融・医療・通信事業などへの実績を踏まえて、公企業体からコンシューマまで、

幅広く、C4T の技術を用いてセキュアな環境を提供していきます。 

            （東証マザーズ 証券コード 2355） 

URL ：http://c4t.jp/ 

 

   ≪本リリースに関するお問合せ先≫ 

    経営企画室 

    TEL: 03-5447-2551 

    E-mail：ir@c4t.jp 

 

   ≪本製品に関するお問合せ先≫ 

    本製品導入に関するご検討や詳細な仕様は下記までお問合せください。 

    R&D 事業本部 電子透かしチーム 担当：長谷川 

    TEL: 03-5447-2551 

    E-mail：product@c4t.jp 

 

以 上 

 

 

※記載の会社名や商品名は、それぞれ各社・各団体の商標または登録商標です。 

※記載の会社名および商品名、ウェブサイトの URL などは、本リリース発表時点のものです。 

※掲載文中では、TM、(R)マークは原則として明記しておりません。 

 

 

 

 



  
補足資料 

acuagraphy <Picturemark GUI 版> Ver.2  

      
       【オリジナル画像】                【電子透かし埋め込み画像】 

 
【バッチ処理画面】 



  

 
                                【エンコード画面】 
 

 
 



  
acuagraphy <Picturemark Photoshop Plug-in 版> Ver.2 

 
【エンコード画面】 

 


