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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　画像処理装置が出力した、画像ごとに生成される画像鍵、前記画像鍵で暗号化された画
像データ、および、前記画像データの利用条件の設定状態を示す制御情報を入力する入力
手段と、
　前記制御情報を用いて、前記入力手段が入力した画像データの利用条件の設定状態を判
定する判定手段と、
　画像データの利用条件を設定する設定手段と、
　画像データの利用条件の署名処理をライセンスサーバに要求する要求手段と、
　前記署名処理された利用条件、前記暗号化された画像データおよび前記画像鍵を保護処
理された画像データとして出力する出力手段とを有し、
　前記判定手段が前記画像データの利用条件が設定済みではないと判定した場合、前記設
定手段は前記画像データの利用条件を設定し、前記要求手段は前記設定手段が設定した利
用条件の署名処理を前記ライセンスサーバに要求し、
　前記判定手段が前記画像データの利用条件が設定済みであると判定した場合、前記入力
手段は前記画像処理装置から前記画像データの利用条件を入力し、前記要求手段は前記入
力手段が入力した利用条件の署名処理を前記ライセンスサーバに要求することを特徴とす
る情報処理装置。
【請求項２】
　前記情報処理装置は、前記画像鍵で暗号化された画像データを、さらに暗号化すること
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なく、前記出力手段によって前記保護処理された画像データとして出力することを特徴と
する請求項1に記載された情報処理装置。
【請求項３】
　さらに、前記署名処理された利用条件、前記暗号化された画像データおよび前記画像鍵
を結合したデータを生成する結合手段を有し、
　前記出力手段は、前記結合されたデータを前記保護処理された画像データとして出力す
ることを特徴とする請求項1または請求項2に記載された情報処理装置。
【請求項４】
　さらに、前記画像処理装置と共有する共有鍵を保持する保持手段と、
　前記入力手段が交換鍵で暗号化された前記画像鍵および前記共有鍵で暗号化された前記
交換鍵を入力すると、前記共有鍵を用いて前記交換鍵を復号する復号手段と、
　前記復号した交換鍵で前記設定手段が設定した利用条件を暗号化するとともに、前記ラ
イセンスサーバの秘密鍵で復号可能にするために前記復号した交換鍵を前記ライセンスサ
ーバの公開鍵で暗号化する暗号化手段とを有し、
　前記要求手段は、前記交換鍵で暗号化した利用条件、前記ライセンスサーバの公開鍵で
暗号化した交換鍵を前記ライセンスサーバに送信して、前記利用条件の署名処理を前記ラ
イセンスサーバに要求することを特徴とする請求項1から請求項3の何れか一項に記載され
た情報処理装置。
【請求項５】
　前記入力手段は前記画像処理装置から前記画像データの、交換鍵で暗号化された利用条
件、および、前記ライセンスサーバの秘密鍵で復号可能にするために前記ライセンスサー
バの公開鍵で暗号化された前記交換鍵を入力し、
　前記要求手段は、前記暗号化された利用条件および前記暗号化された交換鍵を前記ライ
センスサーバに送信して、前記利用条件の署名処理を前記ライセンスサーバに要求するこ
とを特徴とする請求項1から請求項3の何れか一項に記載された情報処理装置。
【請求項６】
　前記要求手段は、さらに前記交換鍵で暗号化した前記画像鍵を前記ライセンスサーバに
送信して、前記ライセンスサーバの公開鍵で暗号化された画像鍵を含む前記署名処理され
た利用条件を前記ライセンスサーバから受信し、
　前記出力手段は、前記画像鍵で暗号化された画像データ、および、前記ライセンスサー
バの公開鍵で暗号化された画像鍵を含む前記署名処理された利用条件を前記保護処理され
た画像データとして出力することを特徴とする請求項5に記載された情報処理装置。
【請求項７】
　入力手段、判定手段、設定手段、要求手段、出力手段を有する情報処理装置の情報処理
方法であって、
　前記入力手段が、画像処理装置が出力した、画像ごとに生成される画像鍵、前記画像鍵
で暗号化された画像データ、および、前記画像データの利用条件の設定状態を示す制御情
報を入力し、
　前記判定手段が、前記制御情報を用いて、前記入力手段が入力した画像データの利用条
件の設定状態を判定し、
　前記判定手段が前記画像データの利用条件が設定済みではないと判定した場合、前記設
定手段は前記画像データの利用条件を設定し、前記要求手段は前記設定手段が設定した利
用条件の署名処理をライセンスサーバに要求し、
　前記判定手段が前記画像データの利用条件が設定済みであると判定した場合、前記入力
手段は前記画像処理装置から前記画像データの利用条件を入力し、前記要求手段は前記入
力手段が入力した利用条件の署名処理を前記ライセンスサーバに要求し、
　前記出力手段が、前記署名処理された利用条件、前記暗号化された画像データおよび前
記画像鍵を保護処理された画像データとして出力することを特徴とする情報処理方法。
【請求項８】
　前記情報処理装置は、前記画像鍵で暗号化された画像データを、さらに暗号化すること
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なく、前記出力手段によって前記保護処理された画像データとして出力することを特徴と
する請求項7に記載された情報処理方法。
【請求項９】
　前記情報処理装置はさらに結合手段を有し、
　前記結合手段が、前記署名処理された利用条件、前記暗号化された画像データおよび前
記画像鍵を結合したデータを生成し、
　前記出力手段は、前記結合されたデータを前記保護処理された画像データとして出力す
ることを特徴とする請求項7または請求項8に記載された情報処理方法。
【請求項１０】
　前記情報処理装置はさらに保持手段、復号手段、暗号化手段を有し、
　前記保持手段が、前記画像処理装置と共有する共有鍵を保持し、
　前記入力手段が交換鍵で暗号化された前記画像鍵および前記共有鍵で暗号化された前記
交換鍵を入力すると、前記復号手段が、前記共有鍵を用いて前記交換鍵を復号し、
　前記暗号化手段が、前記復号された交換鍵で前記設定手段が設定した利用条件を暗号化
するとともに、前記ライセンスサーバの秘密鍵で復号可能にするために前記復号した交換
鍵を前記ライセンスサーバの公開鍵で暗号化し、
　前記要求手段は、前記交換鍵で暗号化した利用条件、前記ライセンスサーバの公開鍵で
暗号化した交換鍵を前記ライセンスサーバに送信して、前記利用条件の署名処理を前記ラ
イセンスサーバに要求することを特徴とする請求項7から請求項9の何れか一項に記載され
た情報処理方法。
【請求項１１】
　前記入力手段は前記画像処理装置から前記画像データの、交換鍵で暗号化された利用条
件、および、前記ライセンスサーバの秘密鍵で復号可能にするために前記ライセンスサー
バの公開鍵で暗号化された前記交換鍵を入力し、
　前記要求手段は、前記暗号化された利用条件および前記暗号化された交換鍵を前記ライ
センスサーバに送信して、前記利用条件の署名処理を前記ライセンスサーバに要求するこ
とを特徴とする請求項7から請求項9の何れか一項に記載された情報処理方法。
【請求項１２】
　前記要求手段は、さらに前記交換鍵で暗号化した前記画像鍵を前記ライセンスサーバに
送信して、前記ライセンスサーバの公開鍵で暗号化された画像鍵を含む前記署名処理され
た利用条件を前記ライセンスサーバから受信し、
　前記出力手段は、前記画像鍵で暗号化された画像データ、および、前記ライセンスサー
バの公開鍵で暗号化された画像鍵を含む前記署名処理された利用条件を前記保護処理され
た画像データとして出力することを特徴とする請求項11に記載された情報処理方法。
【請求項１３】
　コンピュータを請求項1から請求項6の何れか一項に記載された情報処理装置の各手段と
して機能させるためのプログラム。
【請求項１４】
　請求項13に記載されたプログラムが格納された、コンピュータが読み取り可能な記録媒
体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、画像データを権利保護する情報処理に関する。
【背景技術】
【０００２】
　画像データなどの権利保護の実現を目的としたDigital Rights Management (DRM)と呼
ばれる技術がある。DRMは、画像データの作成の際に、当該画像データの利用条件を設定
する。そして、当該画像データの利用の際は、設定された利用条件に適合するか否かを判
定して、当該画像データの利用を制御する技術である。例えば、特許文献1は、DRMを用い
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てディジタルコンテンツを保護し公表する技術を開示する。
【０００３】
　ここで、DRM保護処理について説明する。DRM保護処理では、保護対象になる画像データ
に対する利用条件を設定し、画像データは画像毎に異なる暗号鍵を生成して画像データを
暗号化する。以下では、画像ごとに生成される暗号鍵を「画像鍵」と呼ぶことにする。特
に、利用条件は、ライセンスサーバへ送信することにより、ライセンスサーバの署名を施
すことが必要である。そして、暗号化した画像データと署名された利用条件を一体化して
、DRM保護された画像データとして出力する。
【０００４】
　画像データにDRMを適用する場合、ディジタルカメラ、イメージスキャナまたはディジ
タル複合機など（以下、画像処理装置と呼ぶ）は、ライセンスサーバとの通信手段を持た
ない。あるいは、通信コストを考慮し、直接、ライセンスサーバと通信しない場合がある
。その場合は、画像処理装置で生成した画像データを、パーソナルコンピュータなど（以
下、PCと呼ぶ）に送信し、PCでDRM保護処理を行う必要がある。その際、画像データの安
全性を考慮すると、画像処理装置で生成した画像データを、画像処理装置で暗号化し、PC
に送信し、PCで復号した後、PCでDRM保護処理を行う必要がある。この画像処理装置での
暗号化は、画像処理装置からPCへの画像データの送信途中における、画像データの盗聴ま
たは改竄を防ぐためである。
【０００５】
　一方、通常のDRM保護処理は、その内部処理として暗号化を実行する。DRM保護処理にお
ける暗号化は、画像データの権利保護のためのものである。従って、ライセンスサーバな
どの情報処理装置と直接通信する通信手段を有さない画像処理装置で生成された画像デー
タに、改竄されることなく、DRM保護処理を適用する場合、画像データに対する二回の暗
号化が必要になった。つまり、画像処理装置での暗号化と、DRMの内部処理としてのPCで
の暗号化を必要とし、効率的とは言えなかった。
【０００６】
【特許文献１】特開2004-038974公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明は、ライセンスサーバなどの情報処理装置との通信手段を有さない画像処理装置
が生成した画像データを効率的、かつ、安全にDRM保護処理することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明は、前記の目的を達成する一手段として、以下の構成を備える。
【００１０】
　本発明にかかる情報処理装置は、画像処理装置が出力した、画像ごとに生成される画像
鍵、前記画像鍵で暗号化された画像データ、および、前記画像データの利用条件の設定状
態を示す制御情報を入力する入力手段と、前記制御情報を用いて、前記入力手段が入力し
た画像データの利用条件の設定状態を判定する判定手段と、画像データの利用条件を設定
する設定手段と、画像データの利用条件の署名処理をライセンスサーバに要求する要求手
段と、前記署名処理された利用条件、前記暗号化された画像データおよび前記画像鍵を保
護処理された画像データとして出力する出力手段とを有し、前記判定手段が前記画像デー
タの利用条件が設定済みではないと判定した場合、前記設定手段は前記画像データの利用
条件を設定し、前記要求手段は前記設定手段が設定した利用条件の署名処理を前記ライセ
ンスサーバに要求し、前記判定手段が前記画像データの利用条件が設定済みであると判定
した場合、前記入力手段は前記画像処理装置から前記画像データの利用条件を入力し、前
記要求手段は前記入力手段が入力した利用条件の署名処理を前記ライセンスサーバに要求
することを特徴とする。
【発明の効果】
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【００１２】
　本発明によれば、ライセンスサーバなどの情報処理装置との通信手段を有さない画像処
理装置が生成した画像データを効率的、かつ、安全にDRM保護処理することができる。さ
らに、利用条件が未設定の画像データに利用条件を適切に設定することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　以下、本発明にかかる実施例の画像処理装置、情報処理装置およびそれらが実行する処
理を図面を参照して詳細に説明する。
【実施例１】
【００１４】
［システムの構成］
　図1は実施例1のシステムの構成例を示す図である。
【００１５】
　画像処理装置11は、ディジタルカメラ、イメージスキャナまたはMFPなど（以下、画像
処理装置と呼ぶ）である。情報処理装置12は、画像処理装置11が生成した画像データの権
利保護を行うために、画像処理装置11と伴にDRM保護処理を実行するクライアント装置で
ある。ライセンスサーバ13は、画像処理装置11が生成した画像データに対する発行ライセ
ンスを発行するサーバである。情報処理装置12およびライセンスサーバ13はパーソナルコ
ンピュータなどの汎用コンピュータ装置（以下、PCと呼ぶ）で構わない。
【００１６】
　画像処理装置11は、画像データを生成し、当該画像データにDRM保護処理の一部である
第一の処理を施す。そして、第一の処理を施した画像データ、および関連するデータを情
報処理装置12に出力する。画像処理装置11と情報処理装置12間の通信は、USB (universal
 serial bus)やIEEE1394などのシリアルバス、有線ネットワーク、IEEE802.11a/b/gなど
の無線ネットワークを利用してもよい。勿論、カードメモリなどの可搬の記憶メディアを
利用して、画像処理装置11から情報処理装置12へ画像データを搬送しても構わない。
【００１７】
　情報処理装置12は、画像処理装置11から入力した画像データに、第一の処理が含まない
残りのDRM保護処理である第二の処理を施す。第二の処理を実行するために、情報処理装
置12は、ライセンスサーバ13に要求して発行ライセンスを取得する。
【００１８】
［画像処理装置］
　図2は画像処理装置11の構成例を示すブロック図である。なお、以下では、便宜的に各
処理部をハードウェアとして説明するが、各処理部に相当する部分がコンピュータプログ
ラムであっても構わない。特に、実施例1における画像処理装置11（図2）は、ライセンス
サーバ13と直接通信する通信手段を持たず、かつ、画像データの利用条件を入力する入力
インタフェイスを持たない装置を想定する。
【００１９】
　画像入力部21は、スキャン、撮影などによって画像データを入力する。例えば画像処理
装置11がMFPの場合、画像入力部21はオートドキュメントフィーダ(ADF)を有し、ADFによ
って原稿を搬送する。そして、原稿に光を照射し、原稿の反射光をレンズで固体撮像素子
に結像し、固体撮像素子から出力されるビデオ信号から画像データを生成する。また、画
像処理装置11がディジタルカメラの場合、画像入力部21は、CCD（電荷結合素子）などの
光学センサおよび光学系を制御するマイクロプロセッサなどを有し、光学系および光学セ
ンサによって生成したビデオ信号から画像データを生成する。
【００２０】
　画像鍵生成部22は、画像入力部21が生成した画像データを暗号化する画像鍵を生成する
。また、交換鍵生成部24は、画像鍵生成部22が生成した画像鍵を暗号化する暗号鍵を生成
する。なお、画像鍵を暗号化する暗号鍵は、後述するように、画像処理装置11、情報処理
装置12、ライセンスサーバ13間でやり取りされるので「交換鍵」と呼ぶことにする。
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【００２１】
　画像暗号化部23は、画像入力部21が生成した画像データを、画像鍵生成部22が生成した
画像鍵を用いて暗号化する。画像鍵暗号化部25は、画像鍵生成部22が生成した画像鍵を、
交換鍵生成部24が生成した交換鍵を用いて暗号化する。また、交換鍵暗号化部26は、交換
鍵生成部24が生成した交換鍵を、共有鍵を用いて暗号化する。交換鍵暗号化部26で用いる
共有鍵は、予め画像処理装置11と情報処理装置12間で安全に共有されているものとする。
【００２２】
　入出力部27は、情報処理装置12やライセンスサーバ13とデータをやり取りするためのイ
ンタフェイスである。入出力部27は、暗号化画像データ、暗号化画像鍵および暗号化交換
鍵を情報処理装置12へ出力する。
【００２３】
●画像鍵
　画像鍵生成部22は、画像入力部21が画像データを生成する度に、画像データごとに異な
る画像鍵データを生成する。実施例1では、画像鍵生成部22は、以下の処理を実行する。
　　　　KIMG = H(I|'IMG')　　　…(1)
　　　　ここで、KIMGは画像鍵データ
　　　　　　　　H(・)は一方向性関数
　　　　　　　　Iは画像入力部21が生成した画像データ
　　　　　　　　'IMG'は文字列「IMG」に対応するアスキーコード
　　　　　　　　x|yはデータxとデータyの連結を示す.
【００２４】
　なお、式(1)には画像データIにアスキーコード'IMG'を連結する例を示すが、これに限
定されるわけではなく、任意のアスキーコードを適用可能である。また、一方向性関数は
、xを入力データとしてy=H(x)は容易に算出することができるが、yからxを算出すること
が困難な性質を有する関数である。一方向性関数としてMD5、SHA-1、SHA-256、RIPE-MDな
どのハッシュ関数が適用可能である。
【００２５】
　また、上記では、一方向性関数を利用して画像データごとに異なる画像鍵を生成する方
法を説明した。しかし、画像データごとに異なる画像鍵を生成する方法としては、例えば
、擬似乱数生成器を用いて、画像データごとに異なる擬似乱数を発生し、発生した擬似乱
数を画像鍵として出力してもよい。
【００２６】
●交換鍵
　交換鍵生成部24は、画像処理装置11内の不揮発性メモリに安全に保持された画像処理装
置11に固有のデータを交換鍵として出力する。また、画像鍵の生成処理と同様に、画像入
力部21が画像データを生成する度に、画像データごとに異なる交換鍵を生成してもよい。
この場合、交換鍵生成部24は、以下の処理を実行する。
　　　　KEX = H(I|'EX')　　　…(2)
　　　　ここで、KEXは交換鍵データ
　　　　　　　　H(・)は一方向性関数
　　　　　　　　Iは画像入力部21が生成した画像データ
　　　　　　　　'EX'は文字列「EX」に対応するアスキーコード
　　　　　　　　x|yはデータxとデータyの連結を示す.
【００２７】
　なお、式(2)には画像データIにアスキーコード'EX'を連結する例を示すが、これに限定
されるわけではなく、任意のアスキーコードを適用可能である。
【００２８】
　また、上記では、一方向性関数を利用して画像データごとに異なる交換鍵を生成する方
法を説明した。しかし、画像データごとに異なる交換鍵を生成する方法としては、例えば
、擬似乱数生成器を用いて、画像データごとに異なる擬似乱数を発生し、発生した擬似乱



(7) JP 5043421 B2 2012.10.10

10

20

30

40

50

数を交換鍵として出力してもよい。あるいは、式(1)(2)における画像データIを擬似乱数
に置き換えて、画像鍵または交換鍵を生成してもよい。
【００２９】
●画像の暗号化
　画像暗号化部23は以下の処理を実行する。
　　　　EI = Ec(KIMG, I)　　　…(3)
　　　　ここで、EIは暗号化画像データ
　　　　　　　　Ec(x, y)は鍵データxを用いて平文yを暗号化する暗号化処理
　　　　　　　　KIMGは画像鍵データ
　　　　　　　　Iは画像データ.
【００３０】
　なお、実施例1において暗号化処理はとくに限定する必要はなく、AESやDESなどのブロ
ック暗号アルゴリズム、RC4などのストリーム暗号アルゴリズムなど、種々の共有鍵系暗
号アルゴリズムが適用可能である。
【００３１】
●画像鍵の暗号化
　画像鍵暗号化部25は以下の処理を実行する。
　　　　EKIMG = Ec(KEX, KIMG)　　　…(4)
　　　　ここで、EKIMGは暗号化された画像鍵データ
　　　　　　　　Ec(x, y)は鍵データxを用いて平文yを暗号化する暗号化処理
　　　　　　　　KEXは交換鍵データ
　　　　　　　　KIMGは画像鍵データ.
【００３２】
●交換鍵の暗号化
　交換鍵暗号化部26は以下の処理を実行する。
　　　　EKEX = Ec(KC, KEX)　　　…(5)
　　　　ここで、EKEXは暗号化された交換鍵データ
　　　　　　　　Ec(x, y)は鍵データxを用いて平文yを暗号化する暗号化処理
　　　　　　　　KCは共有鍵データ
　　　　　　　　KEXは交換鍵データ.
【００３３】
　なお、実施例1において、暗号化処理は式(5)に限定されることはなく、AESやDESなどの
ブロック暗号アルゴリズムや、RC4などのストリーム暗号アルゴリズムなど種々の共有鍵
系暗号アルゴリズムが適用可能である。
【００３４】
●第一の処理
　図3は画像処理装置11が実行する第一の処理の流れを示すフローチャートである。
【００３５】
　まず、画像入力部21により画像データを生成する(S31)。続いて、画像鍵生成部22およ
び交換鍵生成部24により画像鍵および交換鍵を生成する(S32、S33)。
【００３６】
　次に、画像暗号化部23により、画像鍵を用いて、画像データを暗号化する(S34)。また
、画像鍵暗号化部25により、交換鍵を用いて、画像鍵を暗号化する(S35)。
【００３７】
　次に、交換鍵暗号化部26により、共有鍵を用いて、交換鍵を暗号化する(S36)。
【００３８】
［情報処理装置］
　図4は情報処理装置12の構成例を示すブロック図である。なお、以下では、便宜的に各
処理部をハードウェアとして説明するが、各処理部に相当する部分がコンピュータプログ
ラムであっても構わない。
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【００３９】
　入出力部41は、画像処理装置11から暗号化画像データ、暗号化画像鍵、暗号化交換鍵を
入力する。入出力部46は、後述する暗号化された利用条件データ、および、暗号化交換鍵
をライセンスサーバ13に出力し、ライセンスサーバ13から署名された利用条件データを入
力する。なお、便宜上、二つの入出力部41、46に分割して説明したが、両者をまとめて一
つの入出力部にすることもできる。
【００４０】
●利用条件
　ここで、情報処理装置12の内部で入力される利用条件について説明する。図5は利用条
件を説明する図で、画像データに対する行使可能な権利51、権利51を行使するための条件
52、および、権利51を条件52で行使可能な利用者53を一単位として記述する。勿論、一単
位の利用条件を複数記述して、より複雑な利用条件を設定することも可能である。利用条
件は、XML (extensible markup language)などの言語で記述しても、バイナリデータとし
て記述してもよい。
【００４１】
　図6は利用条件の一例を示す図である。図6に示す利用条件は、画像データの「印刷」61
が「社内」62で「ユーザA」63と「ユーザB」64が行使可能、かつ、画像データの「転送」
65は「社内」66で「ユーザA」67が行使可能であることを示す。
【００４２】
　勿論、利用条件の記述方法は、図5、6に限るわけではなく、様々な記述方法が適用可能
である。また、利用条件は、必ずしも画像データごとに設定する必要はない。例えば、幾
つかの利用条件を画像処理装置11またはライセンスサーバ13に予め保持する。そして、利
用条件入力部42により、保持された利用条件から所望する利用条件を選択すればよい。こ
のようにすれば、生成する画像データごとに利用条件を入力する手間が省け、ユーザの利
便性が向上する。
【００４３】
　あるいは、ユーザが所望する利用条件を入力するのではなく、予め設定した利用条件だ
けを適用するようにしてもよい。例えば、企業における機密文書の取扱規定に応じた利用
条件を予め設定すれば、読み取った画像データによる情報漏洩の防止をより高めることが
できる。
【００４４】
　利用条件入力部42は、入出力部41が入力した画像データの利用条件を、図示しない入力
インタフェイスを用いて入力する。
【００４５】
　交換鍵復号部43は、共有鍵を用いて、入出力部41が入力した暗号化交換鍵を復号する。
【００４６】
　利用条件暗号化部44は、利用条件入力部42が出力する利用条件データを、交換鍵復号部
43が復号した交換鍵を用いて暗号化する。交換鍵暗号化部45は、交換鍵復号部43が復号し
た交換鍵を、ライセンスサーバ13の公開鍵を用いて暗号化する。
【００４７】
●交換鍵の復号
　交換鍵復号部43は以下の処理を実行する。
　　　　KEX = Dc(KC, EKEX)　　　…(6)
　　　　ここで、KEXは復号された交換鍵データ
　　　　　　　　Dc(x, y)は鍵データxを用いて暗号文yを復号する復号処理
　　　　　　　　KCは共有鍵データ
　　　　　　　　EKEXは暗号化交換鍵データ.
【００４８】
　交換鍵復号部43が実行する復号処理Dcは、図2に示す交換鍵暗号化部26が実行する暗号
化処理Ecに対応する。
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【００４９】
　結合部47は、入出力部41が入力した暗号化画像データ、暗号化画像鍵、暗号化交換鍵、
並びに、入出力部46が入力した署名された利用条件データを入力する。そして、それらを
結合する。出力部48は、結合部47によって結合されたデータをDRM保護処理した画像デー
タとして出力する。
【００５０】
　図7はDRM保護処理された画像データの構造を示す図で、結合部47に入力された四つのデ
ータを連結した構造を有する。なお、実施例1は、図7に示すデータ構造に限定されるわけ
ではなく、四つのデータの一部または全部を分離してもよい。とくに、四つのデータすべ
てを分離した状態で出力する場合、結合部47は特別な処理は実行しない。
【００５１】
●第二の処理
　図8は情報処理装置12が実行する第二の処理の流れを示すフローチャートである。
【００５２】
　まず、入出力部41により、画像処理装置11から暗号化画像データ、暗号化画像鍵、暗号
化交換鍵を入力する(S81)。そして、暗号化交換鍵を交換鍵復号部43により復号する(S82)
。一方、利用条件入力部42により、入出力部41が入力した画像データの利用条件を入力し
(S83)、利用条件のデータを利用条件暗号化部44により暗号化する(S84)。その後、交換鍵
暗号化部45により、交換鍵を暗号化する(S85)。続いて、入出力部46によりライセンスサ
ーバ13と通信して、暗号化された利用条件データおよび暗号化交換鍵をライセンスサーバ
へ出力し、ライセンスサーバ13から署名された利用条件データを入力する(S86)。
【００５３】
　次に、結合部47により、ステップS86で入力した署名された利用条件データに、ステッ
プS81で入力した暗号化画像データ、暗号化画像鍵、および、ステップS85で暗号化した暗
号化交換鍵を結合する(S87)。そして、出力部48により、結合部47が結合したデータをDRM
保護処理した画像データとして出力する(S88)。
【００５４】
［ライセンスサーバ］
　図9はライセンスサーバ13の構成例を示すブロック図である。なお、以下では、便宜的
に各処理部をハードウェアとして説明するが、各処理部に相当する部分がコンピュータプ
ログラムであっても構わない。
【００５５】
　入出力部91は、情報処理装置12から暗号化された利用条件データ、暗号化交換鍵を入力
し、署名された利用条件データを情報処理装置12へ出力する。交換鍵復号部92は、入出力
部91が入力した暗号化交換鍵を、メモリ95に安全に格納されたライセンスサーバ13の秘密
鍵を用いて復号する。なお、メモリ95はライセンスサーバ13の公開鍵も格納する。ライセ
ンスサーバ13は、図には示さないが、画像処理装置11などから公開鍵を要求された場合、
メモリ95から読み出した公開鍵を入出力部91を介して要求元に出力する。
【００５６】
　利用条件復号部93は、入出力部91が入力した暗号化された利用条件データを、交換鍵復
号部92が復号した交換鍵を用いて復号する。利用条件署名部94は、利用条件復号部93が復
号した利用条件データを、ライセンスサーバ13の秘密鍵を用いて署名し、署名した利用条
件データを入出力部91に出力する。
【００５７】
●交換鍵の復号
　交換鍵復号部92は以下の処理を実行する。
　　　　KEX = Dp(KLPRI, EKEX)　　　…(7)
　　　　ここで、KEXは復号された交換鍵データ
　　　　　　　　Dp(x, y)は鍵データxを用いて暗号文yを復号する復号処理
　　　　　　　　KLPRIはライセンスサーバの秘密鍵データ
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　　　　　　　　EKEXは暗号化された交換鍵データ.
【００５８】
　交換鍵復号部92が実行する復号処理Dpは、前述した交換鍵暗号化部45が行った暗号化処
理Epに対応する。同様に、交換鍵復号部92が使用する秘密鍵KLPRIは、前述した交換鍵暗
号化部45が使用する公開鍵KLPUBに対応する。
【００５９】
　交換鍵暗号化部45が使用する公開鍵KLPUBが正しい、言い換えれば、秘密鍵KLPRIに対応
する場合、交換鍵復号部92は、交換鍵生成部24が生成した交換鍵と等しいデータを復号す
ることができる。
【００６０】
●利用条件の復号
　利用条件復号部93は以下の処理を実行する。
　　　　C = Dc(KEX, EC)　　　…(8)
　　　　ここで、Cは復号された利用条件データ
　　　　　　　　Dc(x, y)は鍵データxを用いて暗号文yを復号する復号処理
　　　　　　　　KEXは復号された交換鍵データ
　　　　　　　　ECは暗号化された利用条件データ.
【００６１】
　利用条件復号部93が実行する復号処理Dcは、前述した利用条件暗号化部44が実行する暗
号化処理Epに対応する。前段の交換鍵復号部92で正しい交換鍵が復号された場合、利用条
件復号部93が復号する利用条件データは、利用条件入力部42が入力（生成）した利用条件
と等しいデータになる。
【００６２】
●署名処理
　利用条件署名部94は以下の処理を実行する。
　　　　SIGN = S(KLPRI, C)　　　…(9)
　　　　ここで、SIGNは署名された利用条件データ
　　　　　　　　S(x, y)は鍵データxを用いて被署名データyに署名する署名処理
　　　　　　　　KLPRIは秘密鍵データ
　　　　　　　　Cは復号された利用条件データ.
【００６３】
　実施例1では、交換鍵復号部92と利用条件署名部94の処理に、同じ鍵（ライセンスサー
バ13の秘密鍵）を適用する。しかし、これに限定されることなく、異なる鍵を適用しても
よい。
【００６４】
●発行ライセンス
　図10はライセンスサーバ13が実行するライセンス発行処理を示すフローチャートである
。
【００６５】
　まず、入出力部91により、情報処理装置12から暗号化交換鍵、暗号化された利用条件デ
ータを入力する(S101)。そして、交換鍵復号部92により、ライセンスサーバ13の秘密鍵を
用いて、入力した暗号化交換鍵を復号する(S102)。
【００６６】
　次に、利用条件復号部93により、復号した交換鍵を用いて、入力した暗号化された利用
条件データを復号する(S103)。そして、利用条件署名部94により、ライセンスサーバ13の
秘密鍵を用いて、復号した利用条件データに署名処理を施す(S104)。そして、入出力部91
により、署名した利用条件データを情報処理装置12へ出力する(S105)。
【００６７】
　このように、実施例1は、画像処理装置11、情報処理装置12およびライセンスサーバ13
を用いてDRM保護処理を実行する。従って、画像データの暗号化処理は、画像処理装置11
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内で一度実行されるだけで、システム全体として効率的にDRM保護処理を実行可能になる
。また、画像処理装置11と情報処理装置12間、あるいは、情報処理装置12とライセンスサ
ーバ13間における画像データ、画像鍵、交換鍵、利用条件データは暗号化されている。従
って、悪意のある第三者による、これらデータの盗聴または改竄を防ぐことができる。ま
た、実施例1では、情報処理装置12は、画像処理装置11で画像鍵を暗号化する際に用いた
交換鍵を、画像処理装置11から受け取り、この交換鍵で利用条件データを暗号化するよう
にしている。そのため、情報処理装置12では、画像データを暗号化するための画像鍵と、
画像データに対する利用条件データを同じ交換鍵で暗号化することが可能になり、交換鍵
の暗号化が一つで済むという効果がある。
【００６８】
［変形例１］
　上述した実施例では、画像処理装置11が生成した画像データを情報処理装置12へ転送し
た後、情報処理装置12で利用条件を入力（生成）する例を説明した。しかし、予め、情報
処理装置12で利用条件を入力（生成）し、その利用条件データを画像処理装置11へ転送す
ることもできる。この場合、画像処理装置11で画像データを生成した際、情報処理装置12
から予め転送された利用条件データを画像データに設定することができる。以降では、予
め、情報処理装置12で入力（生成）された利用条件を、画像処理装置11で画像データに設
定する変形例を説明する。
【００６９】
［画像処理装置の変形例１］
　図11は変形例1における画像処理装置11の構成を示すブロック図である。図2に示す構成
と異なるのは、入出力部27が情報処理装置12から暗号化された利用条件データを入力する
ことである。特に、図11における画像処理装置11は、利用条件を直接入力（生成）するイ
ンタフェイスは有さないが、外部装置で設定された利用条件を設定するインタフェイスを
有する装置を想定する。また、図11における画像処理装置11も、ライセンスサーバと直接
通信する通信手段を持たない。
【００７０】
暗号化された利用条件データは、利用条件復号部111において、画像処理装置11と情報処
理装置12に共通の共有鍵を用いて復号され、復号された利用条件データが図示しないメモ
リに格納される。
【００７１】
　変形例1においては、情報処理装置12から複数の利用条件データを入力してメモリに格
納しておき、利用条件選択部112において、不図示のインタフェイスを用いて、所望の利
用条件データが画像データの生成に合せて選択される。
【００７２】
　選択された利用条件データは、利用条件暗号化部113において、交換鍵生成部24におい
て生成された交換鍵を用いて暗号化され、入出力部27を介して情報処理装置12に出力され
る。
【００７３】
　なお、共有鍵は、予め、画像処理装置11と情報処理装置12間で安全に共有されているも
のとする。
【００７４】
　また、変形例1では、複数の利用条件を情報処理装置12から入力し、生成された画像デ
ータに適用する所望の利用条件データを利用条件選択部112において選択するようにした
が、本発明はこれに限定されることない。例えば、一つの利用条件データだけを情報処理
装置12から入力し、生成されたすべての画像データに適用するようにしてもよい。この場
合、利用条件選択部112は特別な処理は実行しない。
【００７５】
●利用条件の復号
　利用条件復号部111は以下の処理を実行する。
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　　　　C = Dc(KC, EC)　　　…(10)
　　　　ここで、Cは復号された利用条件データ
　　　　　　　　Dc(x, y)は鍵データxを用いて暗号文yを復号する復号処理
　　　　　　　　KCは共有鍵
　　　　　　　　ECは情報処理装置12から入力した暗号化された利用条件データ.
【００７６】
　利用条件復号部111が実行する復号処理Dcは、後述する利用条件暗号化部121が実行する
暗号化処理Ecに対応する。
【００７７】
●利用条件の暗号化
　利用条件暗号化部113は以下の処理を実行する。
　　　　EC = Ec(KEX, C)　　　…(11)
　　　　ここで、ECは暗号化された利用条件データ
　　　　　　　　Ec(x, y)は鍵データxを用いて平文yを暗号化する暗号化処理
　　　　　　　　KEXは交換鍵データ
　　　　　　　　Cは利用条件データ.
【００７８】
［情報処理装置の変形例１］
　図12は変形例1の情報処理装置12の構成例を示すブロック図である。図4に示す構成と異
なるのは、入出力部41が暗号化された利用条件データを入出力することである。
【００７９】
利用条件入力部42は、予め、図示しない入力インタフェイスを用いて画像データの利用条
件を入力する。利用条件暗号化部121は、利用条件入力部42が出力する利用条件データを
、共有鍵を用いて暗号化する。共有鍵によって暗号化された利用条件データは、入出力部
41により、画像処理装置11へ出力される。また、入出力部46は、入出力部41が画像処理装
置11から入力した、交換鍵で暗号化された利用条件データを、ライセンスサーバ13の公開
鍵で暗号化された交換鍵とともに、ライセンスサーバ13に出力する。
【００８０】
●利用条件の暗号化
　利用条件暗号化部121は以下の処理を実行する。
　　　　EC = Ec(KC, C)　　　…(12)
　　　　ここで、ECは暗号化された利用条件
　　　　　　　　Ec(x, y)は鍵データxを用いて平文yを暗号化する暗号化処理
　　　　　　　　KCは共有鍵データ
　　　　　　　　Cは利用条件入力部42が出力する利用条件データ.
【００８１】
　変形例1では、暗号化処理をとくに限定する必要はなく、AESやDESなどの種々の共有鍵
系暗号アルゴリズムが適用可能である。また、情報処理装置12における利用条件入力部42
、利用条件暗号化部121の処理を、画像処理装置11の画像入力部21の処理前に予め実行し
て、暗号化された利用条件データを画像処理装置11内のメモリに保持しておく。そして、
画像入力部21の処理が実行された際、当該メモリに保持した暗号化された利用条件データ
を読み出し、利用条件復号部111以降の処理を実行する。
【００８２】
　このような構成にすれば、画像処理装置11ではなく、情報処理装置12で利用条件を入力
（生成）し設定することが可能になる。例えば、画像処理装置11の利用条件の設定ユーザ
インタフェイスが操作し難いなどの場合は、情報処理装置12で利用条件を設定することが
可能になり、ユーザの利便性を向上することができる。さらに、画像データが生成される
前に利用条件を設定することが可能であるから、生成される画像データの利用条件を予め
設定して、より確実に画像データを保護することができる。
【００８３】
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　なお、上記の実施例と変形例では、交換鍵を用いて利用条件データを暗号化し、ライセ
ンスサーバ13に出力する例を説明した。しかし、これに限定されることはなく、画像鍵を
用いて利用条件データを暗号化してもよい。また、画像鍵を用いて利用条件データを暗号
化すると伴に、ライセンスサーバ13の公開鍵を用いて交換鍵を暗号化する代わりに、ライ
センスサーバ13の公開鍵を用いて画像鍵を暗号化すれば、交換鍵を不要にすることができ
る。
【００８４】
　また、上記の実施例と変形例では、画像処理装置11または情報処理装置12からライセン
スサーバ13に利用条件データを出力する際、交換鍵を用いて利用条件データを暗号化する
例を説明した。しかし、これに限定されることはなく、暗号化に加えて、画像処理装置11
または情報処理装置12の秘密鍵を用いて署名を施してもよい。暗号化に加えて署名を施す
ことで、ライセンスサーバ13は、利用条件データを生成したクライアント装置の利用者を
認証し、認証に成功した利用者だけに発行ライセンスを発行する。さらに、ライセンスサ
ーバ13は、利用者の認証後、当該利用者が利用条件データに記載されたライセンスの発行
権限を有するか否かを所定のセキュリティポリシに従い判断する。そして、ライセンスを
発行可能と判断した場合に発行ライセンスを発行するようにしてもよい。
【００８５】
［変形例２］
　上述した実施例1および変形例1では、利用条件を情報処理装置12内で入力するようにし
ていた。しかし、本発明はこれに限定されることなく、画像処理装置11内で、利用条件を
入力（生成）するようにしてもよい。変形例2では、画像処理装置11内で利用条件を入力
（生成）する例を説明する。
【００８６】
［画像処理装置の変形例2］
　図13は変形例2の画像処理装置11の構成例を説明する図である。なお、以下では、便宜
的に各処理部をハードウェアとして説明するが、各処理部に相当する部分がコンピュータ
プログラムであっても構わない。特に、図13における画像処理装置11は、利用条件を入力
（生成）するインタフェイスは有し、かつ、ライセンスサーバ13と直接通信する通信手段
を持たない装置を想定する。
【００８７】
　利用条件入力部131は、図示しない入力インタフェイスを用いて、画像入力部21が生成
する画像データの利用条件を入力する。
【００８８】
●利用条件の暗号化
　利用条件暗号化部132は以下の処理を実行する。
　　　　EC = Ec(KEX, C)　　　…(13)
　　　　ここで、ECは暗号化された利用条件データ
　　　　　　　　Ec(x, y)は鍵データxを用いて平文yを暗号化する暗号化処理
　　　　　　　　KEXは交換鍵データ
　　　　　　　　Cは利用条件データ.
【００８９】
●交換鍵の暗号化
　交換鍵暗号化部133は以下の処理を実行する。
　　　　EKEX = Ep(KLPUB, KEX)　　　…(14)
　　　　ここで、EKEXは暗号化された交換鍵データ
　　　　　　　　Ep(x, y)は鍵データxを用いて平文yを暗号化する暗号化処理
　　　　　　　　KLPUBはライセンスサーバ13の公開鍵データ
　　　　　　　　KEXは交換鍵データ.
【００９０】
　なお、変形例2において暗号化処理はとくに限定する必要はなく、RSAなどの種々の公開
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鍵系暗号アルゴリズムが適用可能である。
【００９１】
●第一の処理
　図14は変形例2の画像処理装置11が実行する第一の処理の流れを示すフローチャートで
ある。
【００９２】
　まず、画像入力部21により画像データを生成し(S141)、利用条件入力部131により生成
した画像データの利用条件を入力する(S142)。続いて、画像鍵生成部22および交換鍵生成
部24により画像鍵および交換鍵を生成する(S143、S144)。
【００９３】
　次に、画像暗号化部23により、画像鍵を用いて、画像データを暗号化する(S145)。また
、利用条件暗号化部132により、交換鍵を用いて、利用条件データを暗号化する(S146)。
さらに、画像鍵暗号化部25により、交換鍵を用いて、画像鍵を暗号化する(S147)。
【００９４】
　次に、交換鍵暗号化部133により、ライセンスサーバ13の公開鍵を用いて、交換鍵を暗
号化する(S148)。
【００９５】
［情報処理装置の変形例２］
　図15は変形例2の情報処理装置12の構成例を示すブロック図である。なお、以下では、
便宜的に各処理部をハードウェアとして説明するが、各処理部に相当する部分がコンピュ
ータプログラムであっても構わない。
【００９６】
　図15に示すように、変形例2における情報処理装置12は、画像処理装置11から入出力部4
1を介して暗号化された利用条件データ、暗号化交換鍵、暗号化画像データ、および、暗
号化画像鍵を入力する。そして、そのうち暗号化された利用条件データおよび暗号化交換
鍵を入出力部46を介してライセンスサーバ13へ出力する。
【００９７】
　続いて、ライセンスサーバ13から入出力部46を介して署名された利用条件データを入力
し、結合部47において、署名された利用条件データを暗号化画像鍵、暗号化画像データ、
および、暗号化画像鍵と結合する。そして、出力部48により、結合されたデータをDRM保
護処理された画像データとして出力する。
【００９８】
●第二の処理
　図16は変形例2の情報処理装置12が実行する第二の処理の流れを示すフローチャートで
ある。
【００９９】
　まず、入出力部41により、画像処理装置11から暗号化画像データ、暗号化された利用条
件データ、暗号化画像鍵、暗号化交換鍵を入力する(S161)。続いて、入出力部46によりラ
イセンスサーバ13と通信して、暗号化された利用条件データおよび暗号化交換鍵をライセ
ンスサーバ13へ出力し、ライセンスサーバ13から署名された利用条件データを入力する(S
162)。
【０１００】
　次に、結合部47により、ステップS162で入力した署名された利用条件データに、ステッ
プS161で入力した暗号化交換鍵、暗号化画像鍵、暗号化画像データを結合する(S163)。そ
して、出力部48により、結合したデータをDRM保護処理した画像データとして出力する(S1
64)。
【０１０１】
　なお、ライセンスサーバ13の内部構成、および、処理は上記説明した実施例1と同様で
あるので説明を省略する。
【０１０２】
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　以上説明した変形例2によれば、画像処理装置11の内部で生成した画像データに対して
利用条件を設定することが可能になるので、生成した画像データに対して、より確実にDR
M保護処理を実行することが可能になる。
【０１０３】
［変形例３］
　上述した実施例と変形例においては、図7に示すようなDRM保護処理された画像データが
出力された後に、万一、画像鍵が改竄または偽造された場合は、それを検出することが困
難であった。以降では、DRM保護処理された画像データが改竄または偽造された場合に、
それを検出することが可能な変形例3について説明する。
【０１０４】
　なお、変形例3においては、画像処理装置11の構成および処理は前述した実施例や変形
例と同様であるので説明は省略し、構成および処理が異なる情報処理装置12およびライセ
ンスサーバ13について説明する。
【０１０５】
［情報処理装置の変形例３］
　まず、変形例3における情報処理装置12の構成例について図を用いて説明する。
【０１０６】
　図20は変形例3の情報処理装置12の構成を示すブロック図である。なお、以下では、便
宜的に各処理部をハードウェアとして説明するが、各処理部に相当する部分がコンピュー
タプログラムであっても構わない。
【０１０７】
　図20に示すように変形例3において図4と異なるのは、入出力部41において入力された暗
号化画像鍵が、結合部47に入力されるのではなく、入出力部46に入力されることである。
さらに、（図示はしないが）署名された利用条件データの中にライセンスサーバ13の公開
鍵で暗号化された画像鍵を含む点である。また、交換鍵暗号化部45から出力される暗号化
された交換鍵は、結合部47へは出力されず、入出力部46にだけ出力される。
【０１０８】
　次に、情報処理装置12が実行する第二の処理について説明する。情報処理装置12が実行
する第二の処理は、図8と同様の流れになる。但し、ステップS86においては、暗号化され
た利用条件データおよび暗号化交換鍵に加えて、ステップS81で入力された暗号化画像鍵
がライセンスサーバ13へ出力される。また、ライセンスサーバ13から入力する署名された
利用条件データの中には、ライセンスサーバ13の公開鍵で暗号化された画像鍵（詳細は後
述する。）が含まれる。さらに、ステップS87では、図21に示すように、入出力部41で入
力した暗号化画像データおよび入出力部46で入力した署名された利用条件データを結合し
て、DRM保護処理された画像データにする。
【０１０９】
［ライセンスサーバの変形例３］
　次に、変形例3におけるライセンスサーバ13の構成について図を用いて説明する。
【０１１０】
　図22は変形例3のライセンスサーバ13の構成例を示すブロック図である。なお、以下で
は、便宜的に各処理部をハードウェアとして説明するが、各処理部に相当する部分がコン
ピュータプログラムであっても構わない。
【０１１１】
　図22に示すように変形例3において図9と異なるのは、画像鍵復号部226および画像鍵暗
号化部227が追加されていることである。また、入出力部91では暗号化交換鍵および暗号
化された利用条件データに加え、暗号化画像鍵を入力し、入力した暗号化画像鍵を画像鍵
復号部226へ出力する。以降では、画像鍵復号部226および画像鍵暗号化部227について説
明する。
【０１１２】
●画像鍵の復号
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　画像鍵復号部226は、以下の処理を実行する。
　　　　KIMG = Dc(KEX, EKIMG)　　　…(15)
　　　　ここで、KIMGは画像鍵データ
　　　　　　　　EKIMGは暗号化された画像鍵データ
　　　　　　　　Dc(x, y)は鍵データxを用いて暗号文yを復号する復号処理
　　　　　　　　KEXは交換鍵データ.
【０１１３】
　画像鍵復号部226が実行する復号処理Dcは、図2に示す画像鍵暗号化部25が実行する暗号
化処理Ecに対応する。
【０１１４】
●画像鍵の暗号化
　画像鍵暗号化部227は、画像鍵復号部226が復号した画像鍵を、ライセンスサーバ13の公
開鍵を用いて暗号化する。画像鍵暗号化部227は以下の処理を実行する。
　　　　EKIMG = Ep(KLPUB, KIMG)　　　…(16)
　　　　ここで、EKIMGは暗号化された画像鍵データ
　　　　　　　　Ep(x, y)は鍵データxを用いて平文yを暗号化する暗号化処理
　　　　　　　　KLPUBはライセンスバーの公開鍵データ
　　　　　　　　KIMGは復号された画像鍵データ.
【０１１５】
●署名処理
　また、変形例3における利用条件署名部94は以下の処理を実行する。
　　　　SIGN = S(KLPRI, (C, EKIMG))　　　…(17)
　　　　ここで、SIGNは署名された利用条件データ
　　　　　　　　S(x, y)は鍵データxを用いて被署名データyに署名する署名処理
　　　　　　　　KLPRIは秘密鍵データ
　　　　　　　　Cは復号された利用条件データ
　　　　　　　　EKIMGは暗号化画像鍵データ.
【０１１６】
　すなわち、変形例3では前述した実施例と異なり、利用条件データだけでなく、前段で
暗号化された画像鍵のデータに対しても署名処理を実行する。変形例3においては、署名
された利用条件データの中に暗号化画像鍵が含まれることに注意されたい。
【０１１７】
　なお、変形例3では、利用条件データと暗号化画像鍵データに対してまとめて署名処理
を実行するようにしたが、本発明はこれに限定されることなく、利用条件データと暗号化
画像鍵データに対して別々に署名処理を実行するようにしてもよい。この場合、利用条件
署名部94からは署名された利用条件データ、および、署名された暗号化画像鍵の二つのデ
ータが出力される。これら二つのデータと、暗号化画像データを結合部47で結合して、DR
M保護処理された画像データにすることは言うまでもない。
【０１１８】
●発行ライセンス
　次に、変形例3のライセンスサーバ13が実行するライセンス発行処理について、図を用
いて説明する。
【０１１９】
　図23は変形例3のライセンスサーバ13が実行するライセンス発行処理を示すフローチャ
ートである。
【０１２０】
　まず、入出力部91により、情報処理装置12から暗号化交換鍵、暗号化された利用条件デ
ータを入力する(S231)。そして、交換鍵復号部92により、ライセンスサーバ13の秘密鍵を
用いて、入力した暗号化交換鍵を復号する(S232)。
【０１２１】
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　次に、利用条件復号部93により、復号した交換鍵を用いて、入力した暗号化された利用
条件データを復号する(S233)。一方、画像鍵復号部226により、復号した交換鍵を用いて
、入力した暗号化画像鍵を復号する(S234)。そして、画像鍵暗号化部227により、ライセ
ンスサーバ13の公開鍵を用いて、前段で復号された画像鍵を再び暗号化する(S235)。
【０１２２】
　その後、利用条件署名部94により、ライセンスサーバ13の秘密鍵を用いて、復号した利
用条件データおよび暗号化画像鍵に署名処理を施す(S236)。そして、入出力部91により、
署名した利用条件データ（暗号化画像鍵を含む）を情報処理装置12へ出力する(S237)。
【０１２３】
　このような構成によれば、最終的に情報処理装置12から出力されるDRM保護処理された
画像データが改竄または偽造された場合にそれを検出することが可能になる。
【０１２４】
　以上説明した変形例1～3を含め、実施例1によれば、画像処理装置11で生成した画像デ
ータにDRM保護処理を行う場合、画像データに対する二回の暗号化を必要としない。つま
り、画像処理装置11内で画像データを暗号化し、情報処理装置12内では画像データを暗号
化することはない。従って、画像データの盗聴および改竄を防ぐとともに、効率的なDRM
保護処理が実現する。
【実施例２】
【０１２５】
　以下、本発明にかかる実施例2の情報処理を図面を参照して詳細に説明する。なお、実
施例2において、実施例1と略同様の構成については同一符号を付して、その詳細説明を省
略する。
【０１２６】
　実施例1によれば、画像データの生成後に情報処理装置12で利用条件を設定する、画像
データの生成前に情報処理装置12で利用条件を設定する、あるいは、画像データの生成と
略同時に画像処理装置11で利用条件を設定することが可能になる。言い換えれば、DRM保
護処理のうち、第一の処理として所望する処理だけを実行し、残りを第二の処理として別
の装置で実行することができる。
【０１２７】
　また、DRM保護処理の一部である種々の第一の処理を施した画像データに、DRM保護処理
の残りの処理として適切な第二の処理を施し、最終的にDRM保護処理を完了することがで
きる。実施例2では、種々の第一の処理が施された画像データを受け取ったとしても、DRM
保護処理を完了するための第二の処理が行えるようにする例について説明する。
【０１２８】
［第一の処理］
　第一の処理としては図2、図11、図13に示した種々の構成が適用可能である。以下では
、こうした種々の第一の処理を施した画像データのDRM保護処理を完了するための第二の
処理について説明する。言い換えれば、図17に示すように、実施例1における画像処理装
置11（図2）で第一の処理が施された画像データ、あるいは、変形例3における画像処理装
置11（図13）で第一の処理が施された画像データが入力される場合が考えられる。実施例
2では、どちらの画像データが入力された場合でも、確実にDRM保護処理を完了するための
情報処理装置12の構成および処理について説明する。
【０１２９】
　なお、以下では説明を簡単にするため、図2または図13の何れかの画像処理装置11が第
一の処理を施した画像データを入力すると想定する。しかし、これに限定されることはな
く、図11に示す変形例2の画像処理装置11が第一の処理を施した画像データなど、種々の
第一の処理が実行された画像データに対しても適用可能である。
【０１３０】
　まず、実施例2における画像処理装置11（図2および図13）においては、入出力部27にお
いて暗号化画像データ、暗号化画像鍵、暗号化交換鍵の出力（ただし、暗号化交換鍵の出
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力は図13の場合だけ）に加え、制御情報を出力する。ここで制御情報とは、第一の処理と
して画像処理装置11がどのような処理を実行したかを示す情報である。実施例2では制御
情報の例として、画像処理装置11で利用条件を設定していないことを示す場合は符号「0
」を、画像処理装置で利用条件を設定していていることを示す場合は符号「1」を割り当
てるものとする。なお、制御情報としては二値の符号に限定されることなく、種々の情報
を示す多値の符号を適用可能であることは明らかである。
【０１３１】
［情報処理装置］
　次に、実施例2における情報処理装置12の構成を図を用いて説明する。
【０１３２】
　図18は実施例2における情報処理装置12の構成例を示すブロック図である。図18に示す
情報処理装置12は、種々の第一の処理を施した画像データのDRM保護処理を完了する構成
を有する。
【０１３３】
　制御部151は、入出力部41が画像処理装置11から入力した制御情報を入力し、制御情報
に従い、切替部152を制御する。制御情報は、画像処理装置11が図2に示す第一の処理を実
行した（符号「0」）か、図13に示す第一の処理を実行した（符号「1」）かを示す情報で
あり、画像処理装置11が暗号化画像データ等を出力する際に、図24に一例を示すように、
暗号化画像データ等に添付する。制御部151は、制御情報に従い切替部152を制御して、入
出力部41が画像処理装置11から入力した暗号化交換鍵を、交換鍵復号部43へ出力するか、
入出力部46に出力するかを切り替える。つまり、制御部151は、制御情報が図13に示す第
一の処理の実行を示す（つまり「1」）場合は、暗号化交換鍵が入出力部46に出力される
ように切替部152を制御する。一方、制御情報が図2に示す第一の処理の実行を示す（つま
り「0」）場合は、暗号化交換鍵が交換鍵復号部43に出力されるように切替部152を制御す
る。
【０１３４】
［第二の処理］
　次に、実施例2における第二処理の流れを図19を用いて説明する。図19は情報処理装置1
2が実行する第二の処理の流れを示すフローチャートである。
【０１３５】
　まず、入出力部41により、画像処理装置11から暗号化画像データ、暗号化画像鍵、暗号
化交換鍵および制御情報等を入力する(S181)。
【０１３６】
　そして、制御情報に基づいて制御部151は切替部152を制御する(S182)。すなわち、制御
情報が「0」の場合（第一の処理を図2に示す画像処理装置11で実行した場合）は処理をス
テップS183に進める。一方、制御情報が「1」の場合（第一の処理を図13に示す画像処理
装置11で実行した場合）は処理をステップS187に進める。
【０１３７】
　制御情報が「0」の場合は、暗号化交換鍵を交換鍵復号部43により復号する(S183)。一
方、利用条件入力部42により、画像データの利用条件を入力し(S184)、利用条件のデータ
を利用条件暗号化部44により暗号化する(S185)。その後、交換鍵暗号化部45により、交換
鍵を暗号化し(S186)する。
【０１３８】
　次に、入出力部46によりライセンスサーバ13と通信して、暗号化された利用条件データ
および暗号化交換鍵をライセンスサーバ13へ出力し、ライセンスサーバ13から署名された
利用条件データを入力する(S187)。ここで、制御情報が「0」の場合は、利用条件暗号化
部44で暗号化した利用条件データをライセンスサーバ13へ出力する。また、制御情報が「
1」の場合は、画像処理装置11から入力した暗号化された利用条件データをライセンスサ
ーバ13へ出力する。
【０１３９】
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　次に、結合部47により、ステップS187で入力した署名された利用条件データに、ステッ
プS181で入力した暗号化画像データ、暗号化画像鍵、および、ステップS186で暗号化した
暗号化交換鍵を結合する(S188)。そして、出力部48により、結合したデータをDRM保護処
理した画像データとして出力する(S189)。
【０１４０】
　このような構成によれば、種々の第一の処理が施された画像データが入力される場合で
も、情報処理装置12は、制御情報により第二の処理を切り替えて、適切にDRM保護処理を
完了することができる。
【０１４１】
［他の実施例］
　なお、本発明は、複数の機器（例えばホストコンピュータ、インタフェイス機器、リー
ダ、プリンタなど）から構成されるシステムに適用しても、一つの機器からなる装置（例
えば、複写機、ファクシミリ装置など）に適用してもよい。
【０１４２】
　また、本発明の目的は、上記実施例の機能を実現するソフトウェアを記録した記憶媒体
（記録媒体）をシステムまたは装置に供給し、そのシステムまたは装置のコンピュータ（
CPUやMPU）が前記ソフトウェアを実行することでも達成される。この場合、記憶媒体から
読み出されたソフトウェア自体が上記実施例の機能を実現することになり、そのソフトウ
ェアを記憶した記憶媒体は本発明を構成する。
【０１４３】
　また、前記ソフトウェアの実行により上記機能が実現されるだけでなく、そのソフトウ
ェアの指示により、コンピュータ上で稼働するオペレーティングシステム(OS)などが実際
の処理の一部または全部を行い、それによって上記機能が実現される場合も含む。
【０１４４】
　また、前記ソフトウェアがコンピュータに接続された機能拡張カードやユニットのメモ
リに書き込まれ、そのソフトウェアの指示により、前記カードやユニットのCPUなどが実
際の処理の一部または全部を行い、それによって上記機能が実現される場合も含む。
【０１４５】
　本発明を前記記憶媒体に適用する場合、その記憶媒体には、先に説明したフローチャー
トに対応するソフトウェアが格納される。
【図面の簡単な説明】
【０１４６】
【図１】実施例1のシステムの構成例を示す図、
【図２】画像処理装置の構成例を説明するブロック図、
【図３】画像処理装置が実行する第一の処理の流れを示すフローチャート、
【図４】情報処理装置の構成例を示すブロック図、
【図５】利用条件を説明する図、
【図６】利用条件の一例を示す図、
【図７】DRM保護処理された画像データの構造例を示す図、
【図８】情報処理装置が実行する第二の処理の流れを示すフローチャート、
【図９】ライセンスサーバの構成例を示すブロック図、
【図１０】ライセンスサーバが実行するライセンス発行処理を示すフローチャート、
【図１１】変形例1の画像処理装置の構成例を示すブロック図、
【図１２】変形例1の情報処理装置の構成例を示すブロック図、
【図１３】変形例２の画像処理装置の構成例を示すブロック図、
【図１４】変形例２の画像処理装置が実行する第一の処理の流れを示すフローチャート、
【図１５】変形例2の情報処理装置の構成例を示すブロック図、
【図１６】変形例2の情報処理装置が実行する第二の処理の流れを示すフローチャート、
【図１７】実施例2のシステムの構成例を示す図、
【図１８】実施例2の情報処理装置の構成例を示す図、
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【図１９】実施例2の情報処理装置が実行する第二の処理の流れを示すフローチャート、
【図２０】変形例3の情報処理装置の構成例を示すブロック図、
【図２１】変形例３のDRM保護処理された画像データの構造例を示す図、
【図２２】変形例3のライセンスサーバの構成例を示すブロック図、
【図２３】変形例3のライセンスサーバが実行するライセンス発行処理を示すフローチャ
ート、
【図２４】画像処理装置が出力する暗号化画像データ等の構成例を示す図である。

【図１】 【図２】
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