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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　対象物から生成されたマルチメディアデータが目的とする対象物からのものであるか否
かの検証を行うマルチメディア記録システムであって、
　前記対象物から前記マルチメディアデータを取り込んで記録するマルチメディア記録装
置、サーバ装置、検証装置とから構成され、
　前記マルチメディア記録装置は、前記対象物を特定するための対象物特定情報を取得す
る対象物特定情報取得手段と、前記マルチメディアデータから第１のダイジェストデータ
を生成する第１のダイジェストデータ生成手段と、前記第１のダイジェストデータを前記
対象物特定情報で暗号化して認証データを生成する認証データ生成手段と、前記認証デー
タを記録する認証データ記録手段とを備え、
　前記サーバ装置は、予め登録されている対象物特定情報を鍵として、通信網を介して送
られてくる認証データから第２のダイジェストデータを生成する第２のダイジェストデー
タ生成手段と、前記第２のダイジェストデータと、前記検証装置を介して前記マルチメデ
ィア記録装置から送られてくる第１のダイジェストデータとを比較して、その比較結果を
比較データとして出力する比較手段とを備えると共に、前記検証装置は、前記サーバ装置
から送られてくる比較データに基づいて、認証が成功したか否かの検証結果を表示する表
示手段を備えていることを特徴とするマルチメディア記録システム。
【請求項２】
　対象物から生成されたマルチメディアデータが目的とする対象物からのものであるか否
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かの検証を行うマルチメディア記録システムであって、
　前記対象物から前記マルチメディアデータを取り込んで記録するマルチメディア記録装
置、サーバ装置、検証装置とから構成され、
　前記マルチメディア記録装置は、前記対象物を特定するための対象物特定情報を取得す
る対象物特定情報取得手段と、前記マルチメディアデータから第１のダイジェストデータ
を生成する第１のダイジェストデータ生成手段と、前記第１のダイジェストデータを前記
対象物特定情報で暗号化して認証データを生成する認証データ生成手段と、前記認証デー
タを記録する認証データ記録手段とを備え、
　前記サーバ装置は、インターフェイスを介して送信されてくる計時情報と対象物特定情
報とを保持する保持手段と、通信網を介して送られてくる計時情報に基づいて、前記保持
手段に保持されている対象物特定情報の検索を行う検索手段とを備えると共に、前記検証
装置は、前記サーバ装置から送られてくる対象物特定情報を鍵として、前記マルチメディ
ア記録装置から送られてくる認証データから第２のダイジェストデータを生成する第２の
ダイジェストデータ生成手段と、前記第２のダイジェストデータと、前記マルチメディア
記録装置から送られてくる第１のダイジェストデータとを比較する比較手段と、前記比較
手段の比較結果に基づいて、認証が成功したか否かの検証結果を表示する表示手段を備え
ていることを特徴とするマルチメディア記録システム。
【請求項３】
　請求項１又は２記載のマルチメディア記録システムにおいて、
　前記マルチメディア記録装置は、撮像手段を備え、前記マルチメディアデータが、前記
撮影手段により撮影した静止画像データであることを特徴とするマルチメディア記録シス
テム。
【請求項４】
　請求項１又は２記載のマルチメディア記録システムにおいて、
　前記マルチメディア記録装置は、撮像手段を備え、前記マルチメディアデータが、前記
撮影により撮影した動画像データであることを特徴とするマルチメディア記録システム。
【請求項５】
　請求項１又は２記載のマルチメディア記録システムにおいて、
　前記マルチメディア記録装置は、録音手段を備え、前記マルチメディアデータが、前記
録音手段により録音した音声データであることを特徴とするマルチメディア記録システム
。
【請求項６】
　請求項１乃至５の何れか一項記載のマルチメディア記録システムにおいて、
　前記マルチメディア記録装置が、前記取得した対象物特定情報を所定量取り込む毎に破
棄する破棄手段を備えることを特徴とするマルチメディア記録システム。
【請求項７】
　請求項６記載のマルチメディア記録システムにおいて、
　前記マルチメディア記録装置は、時刻の経過を計る計時手段を備え、前記破棄手段は、
前記計時手段の計時により前記取得した対象物特定情報を一定時間毎に破棄することを特
徴とするマルチメディア記録システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、対象物から生成されたマルチメディアデータを記録するためのマルチメデ
ィア記録システムに関し、特に、前記生成されたマルチメディアデータが目的とする対象
物からのものであるか否かの検証を行うことができるマルチメディア記録システムに関す
るものである。
【背景技術】
【０００２】
　一般に、様々なマルチメディアデータをキャプチャーするデジタルカメラのような装置
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からのマルチメディアデータをパソコン等に取り込んで記録するマルチメディア記録シス
テムが知られている。
　このようなマルチメディア記録システムでは、デジタルデータの加工（改竄）が容易で
あることから、それらのデータの認証に対するニーズが高まりつつあり、既に、撮影した
画像データに電子署名を付与し、画像が改竄されていないこと、特定のカメラで撮影され
たものであることを証明できるデジタルカメラが提案されている。
　例えば特許文献１にはシャッターボタンが押されると、ＣＰＵ４タイマから時刻を取得
し、それをＲＡＭに記憶すると同時に、ＣＣＤから撮影画像データを取得してＲＡＭに収
容し、収容した画像データを圧縮する。ＥＥＰＲＯＭからシーケンス番号を取り出すと同
時に、シーケンス番号に１加えたシーケンス番号をＥＥＰＲＯＭに記録する。圧縮した画
像データの先頭にシーケンス番号と、時刻データとを付加する。できあがった画像情報に
対してメッセージダイジェストアルゴリズムを使用したメッセージダイジェストを計算す
る。ＥＥＰＲＯＭから秘密鍵を読み出し、メッセージダイジェストを暗号化する。得られ
た署名を先の画像情報の最後に付加して一塊の撮影情報とし、外部メモリに記録するよう
にした技術が開示されている。
　また特許文献２には、撮影された画像信号をデジタル化して記憶するデジタルカメラに
おいて、モードダイヤルを登録位置に入力し、ＣＰＵの制御の下に、矢印ボタンを押して
ディスプレイ装置に表示する１文字を順次変えることにより所望の文字を選することによ
りパスワードを入力し、ＣＰＵがパスワードをデータメモリに入力した状態で撮影ボタン
を押し、そのときの撮像ユニットからの画像信号をＡＤ変換器によりデジタル化した画像
データを入力されているパスワードに対応付けてパスワードと共にデータメモリに記憶す
る構成にした技術が開示されている。
　また特許文献３には、デジタルカメラが自機の固有情報をホストコンピュータに送出し
、ホストコンピュータは受信した固有情報に基づき暗号キーを作成してデジタルカメラに
送出する。そしてデジタルカメラが受信した暗号キーに基づき撮像した画像データを暗号
化する技術が提案されている。
【特許文献１】特開平１１－２２０６８６号公報
【特許文献２】特開２０００－１２５２３７公報
【特許文献３】特開２０００－２９９８４７公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　しかしながら、上記従来のマルチメディア記録システムでは、被写体の正当性、すなわ
ち撮影された内容が目的とする被写体であるか否かの検証は行うことができなかった。
　本発明は、上記の様な状況を鑑みなされたもので、その目的は、前記生成されたマルチ
メディアデータが目的とする対象物からのものであるか否かの検証を行うことができるマ
ルチメディア記録システムを提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上述の目的を達成するために、請求項１記載の発明は、対象物から生成されたマルチメ
ディアデータが目的とする対象物からのものであるか否かの検証を行うマルチメディア記
録システムであって、前記対象物から前記マルチメディアデータを取り込んで記録するマ
ルチメディア記録装置、サーバ装置、検証装置とから構成され、前記マルチメディア記録
装置は、前記対象物を特定するための対象物特定情報を取得する対象物特定情報取得手段
と、前記マルチメディアデータから第１のダイジェストデータを生成する第１のダイジェ
ストデータ生成手段と、前記第１のダイジェストデータを前記対象物特定情報で暗号化し
て認証データを生成する認証データ生成手段と、前記認証データを記録する認証データ記
録手段とを備え、前記サーバ装置は、予め登録されている対象物特定情報を鍵として、通
信網を介して送られてくる認証データから第２のダイジェストデータを生成する第２のダ
イジェストデータ生成手段と、前記第２のダイジェストデータと、前記検証装置を介して
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前記マルチメディア記録装置から送られてくる第１のダイジェストデータとを比較して、
その比較結果を比較データとして出力する比較手段とを備えると共に、前記検証装置は、
前記サーバ装置から送られてくる比較データに基づいて、認証が成功したか否かの検証結
果を表示する表示手段を備えていることを特徴とする。
【０００９】
　請求項２記載の発明は、対象物から生成されたマルチメディアデータが目的とする対象
物からのものであるか否かの検証を行うマルチメディア記録システムであって、前記対象
物から前記マルチメディアデータを取り込んで記録するマルチメディア記録装置、サーバ
装置、検証装置とから構成され、前記マルチメディア記録装置は、前記対象物を特定する
ための対象物特定情報を取得する対象物特定情報取得手段と、前記マルチメディアデータ
から第１のダイジェストデータを生成する第１のダイジェストデータ生成手段と、前記第
１のダイジェストデータを前記対象物特定情報で暗号化して認証データを生成する認証デ
ータ生成手段と、前記認証データを記録する認証データ記録手段とを備え、前記サーバ装
置は、インターフェイスを介して送信されてくる計時情報と対象物特定情報とを保持する
保持手段と、通信網を介して送られてくる計時情報に基づいて、前記保持手段に保持され
ている対象物特定情報の検索を行う検索手段とを備えると共に、前記検証装置は、前記サ
ーバ装置から送られてくる対象物特定情報を鍵として、前記マルチメディア記録装置から
送られてくる認証データから第２のダイジェストデータを生成する第２のダイジェストデ
ータ生成手段と、前記第２のダイジェストデータと、前記マルチメディア記録装置から送
られてくる第１のダイジェストデータとを比較する比較手段と、前記比較手段の比較結果
に基づいて、認証が成功したか否かの検証結果を表示する表示手段を備えていることを特
徴とする。
　請求項３記載の発明は、請求項１又は２記載のマルチメディア記録システムにおいて、
前記マルチメディア記録装置は、撮像手段を備え、前記マルチメディアデータが、前記撮
影手段により撮影した静止画像データであることを特徴とする。
　請求項４記載の発明は、請求項１又は２記載のマルチメディア記録システムにおいて、
前記マルチメディア記録装置は、撮像手段を備え、前記マルチメディアデータが、前記撮
影により撮影した動画像データであることを特徴とする。
　請求項５記載の発明は、請求項１または２記載のマルチメディア記録システムにおいて
、前記マルチメディア記録装置は、録音手段を備え、前記マルチメディアデータが、前記
録音手段により録音した音声データであることを特徴とする。
　請求項６記載の発明は、請求項１乃至５の何れか一項記載のマルチメディア記録システ
ムにおいて、前記マルチメディア記録装置が、前記取得した対象物特定情報を所定量取り
込む毎に破棄する破棄手段を備えることを特徴とする。
　請求項７記載の発明は、請求項６記載のマルチメディア記録システムにおいて、前記マ
ルチメディア記録装置は、時刻の経過を計る計時手段を備え、前記破棄手段は、前記計時
手段の計時により前記取得した対象物特定情報を一定時間毎に破棄することを特徴とする
。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、対象物（被写体）を特定する特定情報（ＩＤ情報）で取り込んだデー
タの認証データを作成する様に構成されているので、取り込んだマルチメディアデータが
改竄されていないことと同時に、対象物が本物であることの証明を行うことができる。
　また、本発明によれば、対象物を特定する特定情報（ＩＤ情報）で撮影した静止画デー
タの認証データを作成する様に構成されているので、静止画が改竄されていないことと同
時に、対象物が本物であることの証明を行うことができる。
　また、本発明によれば、対象物を特定する特定情報で録画した動画データの認証データ
を作成する様に構成されているので、動画が改竄されていないことと同時に、対象物が本
物であることの証明を行うことができる。
　また、本発明によれば、対象物を特定する特定情報で録音した音声データの認証データ
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を作成する様に構成されているので、音声が改竄されていないことと同時に、対象物が本
物であることの証明を行うことができる。
　また、本発明によれば、取得した対象物特定情報を所定量取り込む毎に破棄する様に構
成されているので、対象物特定情報が漏洩することを防止することができ、ひいては対象
物が本物であることの証明力を高めることができる。
　また、本発明によれば、取得した対象物特定情報を一定時間毎に破棄する様に構成され
ているので、対象物特定情報が漏洩することを防止することができ、ひいては対象物が本
物であることの証明力を高めることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１１】
　以下に添付の図を参照してこの発明の実施形態を詳細に説明する。
　以下に本発明の実施形態について、マルチメディア記録システムとしてのデジタルスチ
ルカメラシステムと、その共通鍵方式に基づく構成例について説明する。
　図１は、本発明によるデジタルスチルカメラシステムに用いられるデジタルスチルカメ
ラ装置１の一実施形態のブロック構成図である。
　図１に示すように、デジタルスチルカメラ装置（マルチメディア記録装置）１は、シス
テム制御部２、撮像部３、画像処理部４、表示制御部５、ＬＣＤ（Liquid Crystal Displ
ay）６、記録メディアインターフェイス部７、記録メディア８、ハードキーインターフェ
イス部９、無線ＩＤ読み取り部１０から構成される。
　システム制御部２は、ＣＰＵ、フラッシュメモリ、ＳＤＲＡＭ、タイマ等からなり、デ
ジタルスチルカメラ装置１全体の制御を行う。
　撮像部３は、光学系部品（レンズ及びレンズ駆動モータ）、ＣＣＤ、ＣＣＤ駆動回路、
Ａ／Ｄ変換器等からなり、撮像のために設けられている。
　画像処理部４は、画像処理用ＤＳＰ（デジタルシグナルプロセッサ）、ＲＡＭ等からな
り、撮像部３で得られた画像信号に種々の画像処理を施すと共に、撮像部３のＣＣＤ駆動
タイミング、レンズ駆動モータを制御してズーミング、フォーカシング、露出調整等を行
うと共に、画像の圧縮伸長を行うために設けられている。
　表示制御部５は、Ｄ／Ａ変換器、オンスクリーンディスプレイコントローラ等からなり
、画像処理部４で処理された画像信号をＬＣＤへ表示するための信号処理を行うと共に、
ユーザーインターフェイスのための種々のグラフィック画像を生成し、ＬＣＤへ表示する
ために設けられている。
　ＬＣＤ６は、画像やユーザーインターフェイスのためのグラフィックを表示するために
設けられている。
　記録メディアインターフェイス部７は、メモリカードコントローラ等からなり、記録メ
ディアとのインターフェイスのために設けられている。
　記録メディア８は、フラッシュメモリ等からなり、圧縮された画像信号や画像に纏わる
種々の情報を記憶するためにデジタルスチルカメラ装置１から着脱可能に設けられている
。
　ハードキーインターフェイス部９はサブＣＰＵ等からなり、図示されていないキーやダ
イアル等のユーザーインターフェイスの状態検出を行い、またメインＣＰＵへの主電源制
御を行うために設けられている。
　無線ＩＤ読み取り部１０は、ハードキーインターフェイス部９と、コントローラとアン
テナ等からなり、無線ＩＤの情報を読み取るために設けられている。
【００１２】
　まず、通常のデジタルスチルカメラ装置１の撮影動作について説明する。
　利用者は撮影に先立ち、図示されていない種々のキー、ダイアルを操作し、撮影動作モ
ード（連写撮影モード、通常撮影モード等）を決定する。利用者の操作内容はハードキー
インターフェイス部９を通じてシステム制御部２で判別される。システム制御部２は、操
作に応じて表示制御部５へガイダンスグラフィックを生成して、利用者に次操作を促す。
　システム制御部２は、撮影動作モードが決定されると、モードに応じた処理パラメータ
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を画像処理部４へ設定する。撮影の準備が整った後、システム制御部２は、撮像部３、及
び、画像処理部４を起動し、撮像部３は画像処理部４からの制御に従い、実際の撮影に先
だって、モニタリング画像を表示するための撮像動作を開始する。
　撮像されたデータは連続的に画像処理部４へ送られ、画像処理部４では色空間変換、ガ
ンマ補正、ホワイトバランス調整などの処理を施した後、画像データを表示制御部５へ送
る。また、この時、同時に画像処理部４では、露出の検出を行い、撮像部３を制御して調
整を行う。表示制御部５では、画像データを信号処理してＬＣＤ６へ表示し、利用者へ撮
像状態を提示する。
【００１３】
　次に、図示されていないレリーズボタンの半押し状態が検出されると、その操作はモー
ド設定と同様にしてハードキーインターフェイス部９を通じてシステム制御部２で判別さ
れる。システム制御部２は、画像処理部４を制御し、画像処理部４はモニタリング画像か
らオートフォーカス（ＡＦ）制御のための評価値を抽出し、所定のアルゴリズムに従って
撮像部３を制御してフォーカス調整を行う。
　そして、図示されていないズームボタンが押されると、その操作は同様にしてハードキ
ーインターフェイス部９を通じてシステム制御部２で判別される。システム制御部２は、
撮像部３を制御して、入力された方向へのズーム動作を行わせる。
　そして、図示されていないレリーズボタンが押されると、その操作は同様にしてハード
キーインターフェイス部９を通じてシステム制御部２で判別される。システム制御部２は
、設定されている撮影動作モードに従い画像処理部４を制御して撮影動作を開始する。
　撮像部３は画像処理部４からの制御に従い、所定の画像を取り込み画像処理部４へ送る
。画像処理部４は、撮影動作モードに応じた画像処理、圧縮処理を行う。また、このとき
、画像データから縮小画像データを生成、圧縮してサムネイルデータも作成する。通常の
撮影動作モードの場合には、１フレーム分の画像の取り込み処理で終了する。
　一方、連写モードの場合には、レリーズボタンの解除が検出されるまで、所定のフレー
ムレートで画像の取り込みと処理を繰り返し行う。
　システム制御部２は、圧縮された画像データ及びサムネイルデータを読み出し、さらに
ヘッダー情報を付加した後、記録メディアインターフェイス部７を通じて記録メディア８
へ書き込む。ここで、ヘッダー情報には、選択された撮影動作モードの情報や撮影日時の
情報等が含まれている。
　また、この時のファイル名は、予め決められた文字列(「RIMG」等)＋連続番号として自
動的に割り振られ、既に記録メディア８内に記録されているファイルのファイル名の連続
番号＋１であり、例えば「RIMG343.jpg、RIMG344.jpg．．」と割り振られる。記録メディ
ア８内にファイルが存在しない場合には、連続番号１とし「RIMG001.jpg」となる。また
、同時に記録メディア８内のファイル管理情報の更新も行う。以上で一連の通常の撮影動
作を完了する。
【００１４】
　続いて、本発明を実施したデジタルスチルカメラシステムの共通鍵方式に基づく第１の
実施の形態にかかる構成例について説明する。
　図２は、本発明を実施したデジタルスチルカメラシステムの共通鍵方式に基づく第１の
実施の形態にかかる構成例の説明図である。
　図２において、２０は対象物である被写体（ポスター）、２１は被写体２０に貼られた
無線ＩＤタグ、２２は情報提供者が用意した画像を認証するためのサーバ装置であり、表
示装置を有するパーソナルコンピュータにより構成される。２３はデジタルカメラ装置１
で撮影して画像処理部４で画像処理、圧縮処理を施した画像データをそれぞれ示している
。２４は画像データからハッシュ関数により生成したダイジェストデータ、２５はダイジ
ェストデータ２４を無線ＩＤタグ２１から取得した対象物特定情報からなる被写体ＩＤで
暗号化して生成した認証データをそれぞれ示している。２６は記録メディア８に記録され
た画像ファイル、２７は検証装置であり、表示装置を有するパーソナルコンピュータによ
り構成され、画像ファイルの再生と認証結果の確認を行う。２８は画像ファイル２６から
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抽出した認証データ、２９は画像ファイル２６の画像データからハッシュ関数により生成
した第１のダイジェストデータをそれぞれ示している。
　３０はＰＣ２７とＰＣ２２を接続するインターネットなどの通信網、３２はＰＣ２７か
らＰＣ２２へ送付された認証データ、３３は認証データ３２を被写体ＩＤで復号化して生
成した第２のダイジェストデータ、３４はＰＣ２７からＰＣ２２へ送付された第１のダイ
ジェストデータ、３５は第２のダイジェストデータ３３と第１のダイジェストデータ３４
を比較した結果をそれぞれ示している。
　なお、上記ソースは、被写体（ポスター）２０に限定されることなく、ソースからのデ
ータとしては、静止画、動画、音声以外のマルチメディアデータも適用できる。
　このような第１の実施の形態では、撮影した対象物である被写体２０の画像が、間違い
なくその場で撮影されたものであり、なおかつ画像が改竄されていないことを検証できる
様にすることを特徴としている。
【００１５】
　ここで、第１の実施の形態に係るデジタルスチルカメラシステムの共通鍵方式に基づく
動作について説明する。図３は、図１及び図２に示したデジタルカメラ１の撮影モードの
動作フローチャートである。
　まず、情報提供者は、図２に示すように、予め対象物である被写体（撮影されると想定
されるポスター）２０に固有のＩＤを割り当て、無線ＩＤタグ２１に書き込んでおくと共
に、ＰＣ２２へＩＤデータを登録しておく。
　そして、撮影者は、以下に説明するようにデジタルカメラ１で被写体ＩＤを取得すると
同時に被写体を撮影する。
　前述した手順、すなわち、利用者は撮影に先立ち、図示されていない種々のキー、ダイ
アルを操作し、撮影動作モード（連写撮影モード、通常撮影モード等）を決定することで
撮影モードが選択されると、デジタルカメラ１のシステム制御部２は認証データ付与モー
ドか否かを判別する（図３のステップ１０１）。このモードの設定は予め利用者により選
択されている。そして、認証データ付与モードでない場合（ステップ１０１でＮＯ）には
、前述した通常の撮影動作からなる一般モードの動作を行う（ステップ１０２）。
　認証データ付与モードの場合（ステップ１０１でＹＥＳ）には、システム制御部２は無
線ＩＤ読み取り部１０を起動して被写体ＩＤの取り込みを行い（ステップ１０３）、被写
体ＩＤが取得できなかった場合（ステップ１０４でＮＯ）には、その旨を表示するガイダ
ンスを表示し（ステップ１０５）、一般の動作へ移行する（ステップ１０２）。
　被写体ＩＤが取得できた場合には、システム制御部２は、その内部のタイマを起動して
計時を開始し（ステップ１０６）、レリーズボタンが押されると（ステップ１０７でＹＥ
Ｓ）、通常の撮影動作と同様な動作で画像処理、圧縮処理を行い（ステップ１０８）、図
２に示すように生成された画像データ２３からハッシュ関数によりダイジェストデータ２
４を生成する（ステップ１０９）。
【００１６】
　さらに、システム制御部２は、ダイジェストデータ２４をステップ１０３で取得した対
象物特定情報からなる被写体ＩＤを鍵として暗号化を行い、認証データ２５を生成する（
ステップ１１０）。生成した認証データ２５は、画像ファイル２６のヘッダー情報内に埋
め込み、記録メディア８へ記録を行う（ステップ１１１）。ここで、デジタルカメラ１で
一般的に作成される画像ファイル形式(Ｅｘｉｆ２．２)を示すと、図４に示すようになる
。
　図４は、デジタルカメラ１で一般的に作成される画像ファイル形式(Ｅｘｉｆ２．２)の
画像ファイル全体の構成を示す説明図である。ここで言うヘッダー情報はＡＰＰ１に相当
する。なお、認証データは、図５に示されているＥｘｉｆＦＤ内のメーカーノート内に追
記される。
　図５は、ＥｘｉｆＦＤの付属情報の構成を示す説明図である。
　図３に戻り、所定量の記録が完了すると、システム制御部２は、保持している被写体Ｉ
Ｄデータをクリア（破棄）し（ステップ１１２）、再取得を行う。また、レリーズボタン
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が押下されないまま、所定時間が経過した場合（ステップ１１３でＹＥＳ）にも、同様に
してシステム制御部２は保持している被写体ＩＤデータをクリアし（ステップ１１２）、
再取得を行う。
　利用者の操作により撮影モードの終了が指示されると（ステップ１１４でＹＥＳ）、同
様にしてシステム制御部２は保持している被写体ＩＤデータをクリアし（ステップ１１５
）、撮影モードを終了する。以上でデジタルカメラ１側の動作の説明を終わる。
【００１７】
　次に、撮影者は、撮影した画像を第３者に提供し、その第３者が、画像が間違いなくそ
の場で撮影されたものであり、なおかつ画像が改竄されていないことを検証する動作につ
いて説明する。
　まず、第３者は、図２に示すようにＰＣ２７から通信網３０を介してＰＣ２２へアクセ
スし、デジタルカメラ１側からの認証データ２８と第１のダイジェストデータ２９を送付
する。
　ＰＣ２２は、送付された認証データ３２から前もって登録された被写体ＩＤを鍵として
第２のダイジェストデータ３３を生成し、送付された第１のダイジェストデータ３４と比
較し、比較結果３５をＰＣ２７へ送付する。
　ＰＣ２７は、比較結果が一致していれば、認証が成功した旨を表示し、逆に一致しなか
った場合には、被写体が不正であるか画像が改竄されている旨の表示を行う。なお、本実
施形態では、撮影した静止画データに認証を与える例について示したが、データの内容は
何らかの対象物から生成されるものであれば同様の効果を発揮することができ、例えば動
画データや音声データであっても良い。その場合、静止画の場合と同様にヘッダー情報や
フッター情報として同一のファイルに認証データを付加しても良いし、別ファイルとして
記録しても良い。
【００１８】
　次に、図６は本発明を実施したデジタルスチルカメラシステムの公開鍵方式に基づく第
２の実施の形態に係る構成例の説明図である。
　図６において、無線ＩＤ発信装置４２は、被写体（人物）４１が携帯している無線ＩＤ
タグの内容を更新する装置である。システム制御部４３は、ＣＰＵ、フラッシュメモリ、
ＳＤＲＡＭ、タイマ等から構成され、無線ＩＤ発信装置４２全体の制御を行うために設け
られている。鍵ペア生成部４４は、ＤＳＰ（デジタルシグナルプロセッサ）、ＲＡＭ等か
ら構成され、公開鍵暗号方式の鍵ペアを生成する。ＰＣインターフェイス部４５は、ＰＣ
と接続してデータの授受を行う為に設けられている。無線ＩＤタグ部４６は、無線ＩＤタ
グと被写体ＩＤを書き換えるコントローラにより構成される。ＰＣ４７はサーバ装置であ
り、表示装置を有するパーソナルコンピュータにより構成され、公開鍵データを公開する
ために設けられている。公開鍵テーブル４８は、無線ＩＤ発信装置４２からＰＣ４７に送
信され、ＰＣ４７内に保持されている。画像データ４９は、デジタルカメラ装置１で撮影
して画像処理部４で画像処理、圧縮処理を施したデータ、ダイジェストデータ５０は、画
像データからハッシュ関数により生成したデータ、認証データ５１はダイジェストデータ
５０を無線ＩＤタグ部４６から取得した対象物特定情報からなる被写体ＩＤで暗号化して
生成したデータを夫々示している。
　画像ファイル５２は記録メディア８に記録された画像ファイル、検証装置であるＰＣ５
３は、表示装置を有するパーソナルコンピュータにより構成され、画像ファイルの再生と
認証に用いられる。撮影日時情報５４は画像ファイル５２から抽出された情報、通信網５
５はＰＣ５３とＰＣ４７とを接続するインターネットなどの通信網であり、認証データ５
６は画像ファイル５２から抽出したデータ、第２のダイジェストデータ５７は認証データ
５６を公開鍵で復号化して生成したデータ、第１のダイジェストデータ５８は画像ファイ
ル５２の画像データからハッシュ関数により生成したデータ、比較結果５９は、第２のダ
イジェストデータ５７と第１のダイジェストデータ５８を比較した結果を夫々示している
。
　このような第２の実施の形態では、撮影された人物の画像が、間違いなく本人の画像で
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あり、なおかつ画像が改竄されていないことを検証できる様にすることを特徴としている
。
【００１９】
　ここで、第２の実施の形態にかかるデジタルスチルカメラシステムの公開鍵方式に基づ
く動作について説明する。
　図６に示すように、被写体となる人物は、無線ＩＤ発信装置４２を携帯している。無線
ＩＤ発信装置４２は、無線ＩＤタグを内蔵し、その内容を公開鍵暗号方式に基づく鍵ペア
の一方の鍵データ（個人鍵）に定期的に書き換える。
　無線ＩＤ発信装置４２において、システム制御部４３が計時を行い、所定の時間経過毎
に鍵ペア生成部４４を起動して、新たな鍵ペアを生成する。生成した鍵ペアのうち、個人
鍵を無線ＩＤタグ部４６に設定し、無線ＩＤタグが発信する情報を書き換える。
　一方で、公開鍵データは、計時情報と共にシステム制御部４３内のフラッシュメモリに
書き込み更新する。被写体となる人物は、不定期に無線ＩＤ発信装置４２内に蓄えられた
鍵データを、ＰＣ４７に登録する。ここで、ＰＣ４７との接続は、ＰＣインターフェイス
部４５を介して行われ、システム制御部４３内のフラッシュメモリに蓄えられた計時情報
、公開鍵情報をＰＣ４７に送信する。ＰＣ４７は、受信したデータを公開鍵テーブル４８
として保持する。システム制御部４３は、送信を完了すると、フラッシュメモリをクリア
する。
　撮影者は、デジタルカメラ１で鍵ペアの一方の鍵データからなる被写体ＩＤを取得する
と同時に被写体を撮影する。ここで、デジタルカメラ１の撮影動作は、前記第１の実施の
形態と同様である（画像データ２３が画像データ４９に、ダイジェストデータ２４がダイ
ジェストデータ５０に、認証データ２５が認証データ５１に置き換えられている）。
　次に、撮影者は、撮影した画像を第３者に提供し、その第３者が、撮影された人物の画
像が、間違いなく本人の画像であり、なおかつ画像が改竄されていないことを検証する。
　第３者は、ＰＣ５３から通信網５５を介してＰＣ４７へアクセスし、画像ファイル５２
から抽出した撮影日時情報５４を送付する。ＰＣ４７は、公開鍵テーブル４８を検索し、
撮影日時に発信していた被写体ＩＤに対応する鍵ペアのもう一方の鍵データ（公開鍵）を
ＰＣ５３へ送付する。
　ＰＣ５３は、画像ファイル５２から抽出した認証データ５６から鍵ペアのもう一方の鍵
データ（公開鍵）を用いて第２のダイジェストデータ５７を生成し、送付された第１のダ
イジェストデータ５８と比較し、比較結果５９を生成する。さらに、ＰＣ５３は、比較結
果が一致していれば、認証が成功した旨を表示し、逆に一致しなかった場合には、被写体
が不正であるか画像が改竄されている旨の表示を行う。
【００２０】
　なお、本実施形態では、撮影した静止画データに認証を与える例について示したが、デ
ータの内容は何らかの対象物から生成されるものであれば同様の効果を発揮することがで
き、例えば動画データや音声データであっても良い。その場合、静止画の場合と同様にヘ
ッダー情報やフッター情報として同一のファイルに認証データを付加しても良いし、別フ
ァイルとして記録しても良い。
　また、本実施形態では、被写体ＩＤを発信する手段として、その機能に特化した無線Ｉ
Ｄ発信装置を用いる例について示したが、他の伝送方式（例えばＢｌｕｅＴｏｏｔｈやＩ
ｒＤＡ）であっても良く、さらに他の機器（例えば携帯電話やＰＤＡなど）に組み込んで
も良い。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】本発明のデジタルスチルカメラシステムに用いられるデジタルスチルカメラ装置
の一実施形態のブロック構成図である。
【図２】本発明のデジタルスチルカメラシステムの共通鍵方式に基づく第１の実施の形態
を説明した図である。
【図３】図１及び図２に示したデジタルカメラ装置の撮影モードの動作フローチャートで



(10) JP 4520259 B2 2010.8.4

10

ある。
【図４】デジタルカメラ装置１で一般的に作成される画像ファイル形式の画像ファイル全
体の構成を示す説明図である。
【図５】ＥｘｉｆＦＤの付属情報の構成を示す説明図である。
【図６】本発明のデジタルスチルカメラシステムの共通鍵方式に基づく第２の実施の形態
を説明した図である。
【符号の説明】
【００２２】
　１…デジタルカメラ装置、２…システム制御部、３…撮像部、４…画像処理部、５…表
示制御部、６…ＬＣＤ、７…記録メディアインターフェイス部、８…記録メディア、９…
ハードキーインターフェイス部、１１…画像再生装置、２０…被写体、２１…タグ、２２
…ＰＣ、２３…画像データ、２４…第１のダイジェストデータ、２５…認証データ、２６
…画像ファイル、２７…ＰＣ、２８…認証データ、２９…第１のダイジェストデータ、３
０…通信網、３２…認証データ、３３…第２のダイジェストデータ、３４…第１のダイジ
ェストデータ、３５…比較結果、４２…発信装置、４６…タグ部、４７…ＰＣ、５０…ダ
イジェストデータ、５２…画像ファイル、５３…ＰＣ、５６…認証データ、５７…第２ダ
イジェストデータ、５８…第１のダイジェストデータ

【図１】

【図２】

【図３】
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【図５】

【図６】
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