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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　画像を暗号化する画像暗号化装置において、
　暗号化の対象となる画像データを入力する入力手段と、
　該入力手段によって入力された画像データについて、暗号化の対象となる領域を指定す
る暗号化領域指定手段と、
　該暗号化領域指定手段によって指定された暗号化領域を、暗号鍵を用いて、第１の画像
に変換する画像変換手段と、
　前記暗号化対象のデータの送付先の公開鍵を取得する公開鍵取得手段と、
　該公開鍵取得手段によって取得された公開鍵を用いて、前記暗号鍵を暗号化する鍵暗号
化手段と、
　該鍵暗号化手段によって暗号化された暗号鍵に関する情報である暗号鍵関連情報を、前
記第１の画像内に埋め込み、前記暗号化領域を第２の画像に変換する情報埋め込み手段と
、
　前記暗号化領域指定手段によって指定された領域を特定可能となるように、前記第２の
画像の画素値を変換し、前記暗号化領域を第３の画像に変換する画素値変換手段と、
　前記入力手段によって入力された画像において前記暗号化領域の画像が前記第３の画像
に変換された暗号化画像を、所定の方式で出力する出力手段と、
　を備えることを特徴とする画像暗号化装置。
【請求項２】
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　請求項１記載の画像暗号化装置であって、
　前記鍵暗号化手段は、前記暗号鍵を、前記公開鍵と、前記送付先が前記暗号化画像を提
出する相手の秘密鍵とを用いて暗号化することを特徴とする画像暗号化装置。
【請求項３】
　請求項１記載の画像暗号化装置であって、
　前記入力手段によって入力される画像データは、画像もしくは、印刷物や非画像データ
を画像に変換したものであることを特徴とする画像暗号化装置。
【請求項４】
　請求項１記載の画像暗号化装置であって、
　前記出力手段によって出力される出力データは、画像や印刷物、非画像データの少なく
とも一つであることを特徴とする画像暗号化装置。
【請求項５】
　請求項１又は２のいずれか１項に記載の画像暗号化装置であって、
　前記公開鍵取得手段は、前記公開鍵を、それを管理している公開鍵管理サーバから取得
することを特徴とする画像暗号化装置。
【請求項６】
　暗号化された画像を含む暗号化画像を原画像に復号する画像復号装置であって、
　前記暗号化画像を、画像データとして入力する入力手段と、
　該入力手段が入力した前記暗号化画像を解析して、前記暗号化画像における画像が暗号
化された領域である暗号化領域の位置を検知する暗号化位置検知手段と、
　該暗号化位置検知手段により検知された前記暗号化領域の位置情報に基づいて前記暗号
化領域の位置を特定するために、前記暗号化領域の画像の画素値を変換前の画素値に戻す
画素値変換手段と、
　該画素値変換手段により生成された前記暗号化領域の画像から、それに埋め込まれてい
る暗号鍵に関する情報である暗号鍵関連情報を抽出する情報抽出手段と、
　該情報抽出手段によって抽出された前記暗号鍵関連情報の生成に用いられた第1の公開
鍵と対になる第1の秘密鍵を用いて、前記暗号鍵関連情報から、前記暗号化領域の画像を
復号するために用いる復号鍵を復号する鍵復号化手段と、
　該鍵復号化手段によって復号された復号鍵を用いて前記暗号化領域の画像を復号して、
前記原画像を復号する画像変換手段と、
　前記原画像を所定の方式で出力する出力手段と、
　を備えることを特徴とする画像復号装置。
【請求項７】
　請求項６記載の画像復号装置であって、
　前記暗号鍵関連情報が前記第1の公開鍵と第２の秘密鍵によって暗号化されている場合
に、前記第２の秘密鍵と対になる第２の公開鍵を取得する公開鍵を取得する公開鍵取得手
段を、さらに備え、
　前記鍵暗号化手段は、前記暗号鍵関連情報から、前記第１の秘密鍵と前記第２の公開鍵
を用いて、前記復号鍵を復号することを特徴とする画像復号装置。
【請求項８】
　画像を暗号化する画像暗号化装置によって実行される画像暗号化方法において、
　入力手段が、暗号化の対象となる画像データを入力するステップと、
　暗号化領域指定手段が、該入力手段によって入力された画像データについて、暗号化の
対象となる領域を指定するステップと、
　画像変換手段が、該指定された暗号化領域を、暗号鍵を用いて、第１の画像に変換する
ステップと、
　公開鍵取得手段が、前記暗号化対象のデータの送付先の公開鍵を取得するステップと、
　鍵暗号化手段が、該取得された公開鍵を用いて、前記暗号鍵を暗号化するステップと、
　情報埋め込み手段が、該暗号化された暗号鍵に関する情報である暗号鍵関連情報を、前
記第１の画像内に埋め込み、前記暗号化領域を第２の画像に変換するステップと、
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　画素値変換手段が、前記暗号化の対象として指定された領域を特定可能となるように、
前記第２の画像の画素値を変換し、前記暗号化領域を第３の画像に変換するステップと、
　出力手段が、前記入力された暗号化対象の画像において前記暗号化領域の画像が前記第
３の画像に変換された暗号化画像を、所定の方式で出力するステップと、
　を備えることを特徴とする画像暗号化方法。
【請求項９】
　暗号化された画像を含む暗号化画像を原画像に復号する画像復号装置によって実行され
る画像復号方法であって、
　入力手段が、前記暗号化画像を、画像データとして入力するステップと、
　暗号化位置検知手段が、該入力手段が入力した暗号化画像を解析して、前記暗号化画像
における画像が暗号化された領域である暗号化領域の位置を検知するステップと、
　画素値変換手段が、該検知された前記暗号化領域の位置情報に基づいて前記暗号化領域
の位置を特定するために、前記暗号化領域の画像の画素値を変換前の画素値に戻すステッ
プと、
　情報抽出手段が、該画素値変換手段により生成された前記暗号化領域の画像から、それ
に埋め込まれている暗号鍵に関する情報である暗号鍵関連情報を抽出するステップと、
　鍵復号化手段が、該抽出された前記暗号鍵関連情報の生成に用いられた第1の公開鍵と
対になる第1の秘密鍵を用いて、前記暗号鍵関連情報から、前記暗号化領域の画像を復号
するために用いる復号鍵を復号するステップと、
　画像変換手段が、該復号された復号鍵を用いて前記暗号化領域の画像を復号して、前記
原画像を復号するステップと、
　出力手段が、前記原画像を所定の方式で出力するステップと、
　を備えることを特徴とする画像復号方法。
【請求項１０】
　画像を暗号化するために、コンピュータを、
　暗号化の対象となる画像データを入力する入力手段、
　該入力手段によって入力された画像について、暗号化の対象となる領域を指定する暗号
化領域指定手段、
　該暗号化領域指定手段によって指定された暗号化領域を、暗号鍵を用いて、第１の画像
に変換する画像変換手段、
　前記暗号化対象のデータの送付先の公開鍵を取得する公開鍵取得手段、
　該公開鍵取得手段によって取得された公開鍵を用いて、前記暗号鍵を暗号化する鍵暗号
化手段、
　該鍵暗号化手段によって暗号化された暗号鍵に関する情報である暗号鍵関連情報を、前
記第１の画像内に埋め込み、前記暗号化領域を第２の画像に変換する情報埋め込み手段、
　前記暗号化領域指定手段によって指定された領域を特定可能となるように、前記第２の
画像の画素値を変換し、前記暗号化領域を第３の画像に変換する画素値変換手段、
　前記入力手段によって入力された画像において前記暗号化領域の画像が前記第３の画像
に変換された暗号化画像を、所定の方式で出力する出力手段、
　として機能させるための画像暗号化プログラム。
【請求項１１】
　暗号化された画像を含む暗号化画像を原画像に復号するために、コンピュータを、
　前記暗号化画像を、画像データとして入力する入力手段、
　該入力手段が入力した前記暗号化画像を解析して、前記暗号化画像における画像が暗号
化された領域である暗号化領域の位置を検知する暗号化位置検知手段、
　該暗号化位置検知手段により検知された前記暗号化領域の位置情報に基づいて前記暗号
化領域の位置を特定するために、前記暗号化領域の画像の画素値を変換前の画素値に戻す
画素値変換手段、
　該画素値変換手段により生成された前記暗号化領域の画像から、それに埋め込まれてい
る暗号鍵に関する情報である暗号鍵関連情報を抽出する情報抽出手段、
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　該情報抽出手段によって抽出された前記暗号鍵関連情報の生成に用いられた第1の公開
鍵と対になる第1の秘密鍵を用いて、前記暗号鍵関連情報から、前記暗号化領域の画像を
復号するために用いる復号鍵を復号する鍵復号化手段、
　該鍵復号化手段によって復号された復号鍵を用いて前記暗号化領域の画像を復号して、
前記原画像を復号する画像変換手段と、
　前記原画像を所定の方式で出力する手段
　として機能させるための画像復号プログラム。
【請求項１２】
　請求項１１記載の画像復号プログラムであって、前記コンピュータを、前記暗号鍵関連
情報が前記第1の公開鍵と第２の秘密鍵によって暗号化されている場合に、前記第２の秘
密鍵と対になる第２の公開鍵を取得する公開鍵を取得する公開鍵取得手段としてさらに機
能させ、前記鍵暗号化手段は、前記暗号鍵関連情報から、前記第１の秘密鍵と前記第２の
公開鍵を用いて、前記復号鍵を復号することを特徴とする画像復号プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、個人情報などの重要な情報が視覚的に暗号化されている印刷物や電子データ
を、安全にやりとりするための技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　社会の情報化が進展するにつれ、秘密情報の漏洩が深刻な問題となっており、情報漏洩
を防止する技術の重要性が増してきている。この情報漏洩技術に関しては、例えばデジタ
ルデータにおいて、第三者が入手しても、その内容が分からないように、データを暗号化
する技術が開発されている。この暗号化技術は、デジタルデータの情報漏洩を防ぐ有効な
手段として既に利用されている。
【０００３】
　一方、紙媒体等に印刷された印刷物の情報漏洩を防止する技術は、まだ十分に確立され
ておらず、実用化された例もない。現代社会においては、情報漏洩の約半数が印刷物によ
るものだという統計もあり、印刷物についても、デジタルデータと同様に、情報漏洩を防
ぐ技術の開発が急務となっている。
【０００４】
　情報漏洩対策が望まれる印刷物の具体例としては、商品購入時の請求書、クレジットカ
ード等の明細書、病院のカルテ、学校の成績表、名簿などがある。ＰＣＴ出願のＪＰ／２
００７／０００２１５（以後、特許文献１と呼ぶ）によれば、デジタル画像のみならず、
紙に印刷された画像を、暗号化して、情報漏洩を防ぐことが可能である。ところで、紙に
印刷された病院のカルテや明細書などは、一種の視覚情報として定義できる。したがって
、本願の明細書（本明細書）では、それらを総称して“画像”と呼ぶことにする。
【０００５】
　特許文献１に開示されている画像暗号化の概要を説明する。
　図１（Ａ）に示す入力画像１０について、その一部を暗号化領域１１として指定し、そ
の暗号化領域１１の画像を暗号鍵を用いて暗号化する。この結果、図１（B）に示す暗号
化画像２０が生成される。暗号化画像２０においては、前記暗号化領域１１に該当する領
域２１が暗号化されており、視覚的に判読不能になっている。
【０００６】
　上述した入力画像の暗号化においては、暗号化自体の処理はデジタルデータ処理により
行なわれるので、暗号化画像はデジタルデータである。この暗号化画像は、その後、紙媒
体等に印刷されてもよいし、デジタルデータのままやりとりされてもよい。特許文献１の
発明の特徴は、一度印刷され、いわば、アナログデジタルデータに変換された暗号化画像
を、再度復号可能なことである。
【０００７】
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　特許文献１の発明では、画像の暗号化と復号に共通鍵（同一の鍵）を使用している。こ
のため、暗号化した情報の送付先に、それとは別に、その暗号化情報を復号するための鍵
を送る必要がある。このため、その復号鍵を第三者に盗まれる可能性があり、安全性の面
で問題があった。
【０００８】
　ところで、強力な認証サーバを構築し、その認証サーバを用いて共通鍵を安全にやりと
りする電子認証システムが、既に、実用化されているが、このような認証サーバを用いる
方式は、一般に普及している個人ユーザ用途の簡易な認証システムとは構成が大きく異な
るので、特許文献１の発明の技術を享受できるユーザは制限されることになる。
【特許文献１】ＰＣＴ／ＪＰ２００７／０００２１５
【発明の開示】
【０００９】
　本発明の目的は、既存の鍵管理システムを変更せずに、暗号化技術により作成された暗
号化画像の復号に用いられる共通鍵を、誰でも容易に安全にやりとりできるようにするこ
とである。
【００１０】
　本発明の画像暗号化装置は、画像を暗号化する画像暗号化装置を前提とする。
　本発明の画像暗号化装置の第１態様は、入力手段、暗号化領域指定手段、画像変換手段
、公開鍵取得手段、鍵暗号化手段、情報埋め込み手段、画素値変換手段及び出力手段を備
える。
【００１１】
　前記入力手段は、暗号化の対象となる画像データを入力する。前記暗号化領域指定手段
は、該入力手段によって生成された画像について、暗号化の対象となる領域を指定する。
画像変換手段は、該暗号化領域指定手段によって指定された暗号化領域を、暗号鍵を用い
て、第１の画像に変換する。公開鍵取得手段は、前記暗号化対象のデータの送付先の公開
鍵を取得する。鍵暗号化手段は、該公開鍵取得手段によって取得された公開鍵を用いて、
前記暗号鍵を暗号化する。情報埋め込み手段は、該鍵暗号化手段によって暗号化された暗
号鍵に関する情報である暗号鍵関連情報を、前記第１の画像内に埋め込み、前記暗号化領
域を第２の画像に変換する。画素値変換手段は、前記暗号化領域指定手段によって指定さ
れた領域を特定可能となるように、前記第２の画像の画素値を変換し、前記暗号化領域を
第３の画像に変換する。出力手段は、前記入力手段によって入力された画像において前記
暗号化領域の画像が前記第３の画像に変換された暗号化画像を、所定の方式で出力する。
【００１２】
　本発明の画像暗号化装置の第１態様によれば、暗号鍵に関する情報である暗号鍵関連情
報が画像に埋め込まれた、暗号化領域のデータ（情報）の暗号化画像を生成・出力するの
で、その暗号化画像の送信元と受信先との間で、その暗号化画像を復元するために必要と
なる復号鍵の安全な授受が可能となる。また、前記暗号鍵関連情報は、暗号化画像の受信
先の公開鍵によって暗号化された暗号鍵に関する情報であるため、前記暗号鍵関連情報か
ら前記復号鍵（前記暗号鍵に等しい）を取り出せるのは、前記公開鍵と対になる秘密鍵の
保有者である暗号化画像の受信者だけである。したがって、該暗号化画像を第３者が入手
しても、その復元は不可能であり、画像暗号化された情報の内容が第３者に漏洩すること
はない。
【００１３】
　本発明の画像暗号化装置の第２態様は、上記本発明の画像暗号化装置の第１態様を前提
とし、前記暗号化領域指定手段は複数の暗号化領域を指定する。また、前記画像変換手段
は、前記複数の暗号化領域の各領域の画像を、複数の暗号鍵を用いて個別に変換する。ま
た、前記公開鍵取得手段は、複数の公開鍵を取得する。前記鍵暗号化手段は、前記画像変
換手段が各暗号化領域の画像を変換するために用いた各暗号鍵を、前記公開鍵取得手段に
よって取得された複数の公開鍵を用いて個別に暗号化する。
【００１４】
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　本発明の画像暗号化装置の第２態様によれば、例えば、１つの文書について、複数の情
報を画像暗号化することが可能となる。したがって、暗号化したい情報が散在している文
書の暗号化に有効である。
【００１５】
　本発明の画像暗号化装置の第３態様は、上記本発明の第２態様の画像暗号化装置を前提
とし、前記画像変換手段は、各暗号化領域の画像を、それぞれ、別個の暗号鍵を用いて変
換する。
【００１６】
　本発明の画像暗号化装置の第３態様によれば、各暗号化領域、すなわち、各情報の画像
を個別の暗号鍵を用いて暗号化するので、安全性の強度が高まる。
　本発明の画像暗号化装置の第４態様は、上記画像暗号化装置の第２または第３の画像暗
号化装置を前提とし、前記公開鍵取得手段が取得する複数の公開鍵は、複数の送付先の公
開鍵である。
【００１７】
　本発明の画像暗号化装置の第５態様は、上記画像暗号化装置の第２乃至第４のいずれか
１態様の画像暗号化装置を前提とし、前記公開鍵取得手段は、前記複数の暗号化領域と同
数の公開鍵を取得する。
【００１８】
　本発明の画像暗号化装置の第６態様は、上記画像暗号化装置の第１または第２態様の画
像暗号化装置を前提とし、前記出力手段は、前記暗号化画像を、前記送付先の公開鍵で暗
号化してから出力する。
【００１９】
　本発明の画像暗号化装置の第７態様は、上記画像暗号化装置の第１または第２態様の画
像暗号化装置を前提とし、前記鍵暗号化手段は、前記暗号鍵を、前記公開鍵と、前記送付
先が前記暗号化画像を提出する相手の秘密鍵とを用いて暗号化する。
【００２０】
　本発明の画像暗号化装置の第８態様は、上記画像暗号化装置の第１または第２態様の画
像暗号化装置を前提とし、前記入力手段は、前記暗号鍵を入力する。
　本発明の画像暗号化装置の第９態様は、上記画像暗号化装置の第１乃至第８態様のいず
れか１態様の画像暗号化装置を前提とし、前記公開鍵取得手段は、前記公開鍵を、それを
管理している公開鍵管理サーバから取得する。
【００２１】
　本発明の画像暗号化装置の第１乃至第９態様のいずれか１態様において、前記出力手段
は、前記暗号化画像を印刷出力するような構成にしてもよい。または、前記出力手段は、
前記暗号化画像を他のフォーマットに変換して出力するような構成にしてもよい。または
、前記出力手段は、前記暗号化画像がネットワークを介して送信するような構成にしても
よい。このネットワーク送信において、前記暗号化画像を、例えば、電子メールにより送
信するようにしてもよい。
【００２２】
　本発明の画像復号装置は、暗号化された画像を含む暗号化画像を原画像に復号する画像
復号装置を前提とする。
　本発明の画像復号装置の第１態様は、入力手段、暗号化位置検知手段、画素値変換手段
、情報抽出手段と、該情報抽出手段、鍵復号化手段及び画像変換手段を備える。
【００２３】
　入力手段は、前記暗号化画像を、画像データとして入力する。暗号化位置検知手段は、
該入力手段が入力した前記暗号化画像を解析して、前記暗号化画像における画像が暗号化
された領域である暗号化領域の位置を検知する。画素値変換手段は、該暗号化位置検知手
段により検知された前記暗号化領域の位置情報に基づいて前記暗号化領域の位置を特定す
るために、前記暗号化領域の画像の画素値を変換前の画素値に戻す。情報抽出手段は、該
画素値変換手段により生成された前記暗号化領域の画像から、それに埋め込まれている暗
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号鍵に関する情報である暗号鍵関連情報を抽出する。鍵復号化手段は、該情報抽出手段に
よって抽出された前記暗号鍵関連情報の生成に用いられた第1の公開鍵と対になる第1の秘
密鍵を用いて、前記暗号鍵関連情報から、前記暗号化領域の画像を復号するために用いる
復号鍵を復号する。画像変換手段は、該鍵復号化手段によって復号された復号鍵を用いて
前記暗号化領域の画像を復号して、前記原画像を復号する。
【００２４】
　本発明の画像復号装置の第１態様によれば、暗号化画像から、暗号化領域の画像を復号
するたけに必要な復号鍵を抽出し、該暗号化画像を元の画像に復元できる。
　本発明の画像復号装置の第２態様は、上記画像復号装置の第１態様を前提とし、前記第
１の秘密鍵は前記暗号化画像の送付先が保有する秘密鍵であり、前記第１の秘密鍵は前記
送付先が前記暗号化画像を提出する相手が前記暗号化画像を復号するために使用する第２
の公開鍵と対になる秘密鍵である。
【００２５】
　本発明の画像復号装置の第２態様によれば、送付先が保有する秘密鍵で暗号化された暗
号化画像を元の画像に復元することができる。
　本発明の画像復号装置の第３態様は、上記画像復号装置の第１または第２態様を前提と
し、前記暗号鍵関連情報が前記第1の公開鍵と第２の秘密鍵によって暗号化されている場
合に、前記第２の秘密鍵と対になる第２の公開鍵を取得する公開鍵を取得する公開鍵取得
手段を、さらに備える。そして、前記鍵暗号化手段は、前記暗号鍵関連情報から、前記第
１の秘密鍵と前記第２の公開鍵を用いて、前記復号鍵を復号する。
【００２６】
　本発明の画像復号装置の第３態様によれば、暗号化領域の画像を暗号化するために用い
られた暗号鍵を、第１の公開鍵と第２の秘密鍵を用いて暗号化することによって得られた
暗号鍵関連情報を暗号化画像から抽出し、その暗号鍵関連情報から前記暗号鍵（復号鍵に
等しい）を取り出すことができる。そして、その復号鍵を用いて、暗号化画像を元の画像
に復元できる。
【００２７】
　本発明の画像復号装置の第４態様は、上記画像復号装置の第１第または第２態様の画像
復号装置を前提とし、前記暗号化領域は複数である。
　本発明の画像復号装置の第４実施形態によれば、複数の暗号化領域を有する暗号化画像
を元の画像に復元できる。
【００２８】
　本発明の画像復号装置の第５態様は、上記画像復号装置の第４態様を前提とし、各暗号
化領域の画像に含まれる各暗号鍵関連情報は個別の暗号鍵に関する情報である。前記情報
抽出手段は、前記各暗号化領域から個別の暗号鍵関連情報を抽出する。また、前記鍵復号
化手段は、前記情報抽出手段により抽出された各暗号鍵関連情報から、それぞれの暗号鍵
関連情報の生成に用いられた秘密鍵と対になる公開鍵を用いて、前記各暗号鍵関連情報が
埋め込まれていた各暗号化領域の画像を復号するために用いる各復号鍵を復号する。
【００２９】
　本発明の画像復号装置の第５態様によれば、複数の暗号化領域が個別の暗号鍵で暗号化
されている暗号化画像を元の画像に復元できる。
　本発明の画像復号装置の第６態様は、上記画像復号装置の第５態様を前提とし、前記各
暗号鍵関連情報は、別個の秘密鍵によって生成されている。
【００３０】
　本発明の画像復号装置の第６態様によれば、暗号化画像に埋め込まれている暗号鍵関連
情報が個別の秘密鍵によって生成されている暗号化画像を元の画像に復元できる。
　本発明の画像復号装置の第７態様は、上記画像復号装置の第１乃至第５態様のいずれか
１態様の画像復号装置を前提とし、前記公開鍵取得手段は、前記公開鍵を、それを管理し
ている公開鍵管理サーバから取得する。
【００３１】
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　上記画像復号装置の第１乃至第７態様のいずれか１態様の画像復号装置において、前記
暗号化画像は、例えば、印刷物に印刷された画像や所定のフォーマットの画像などである
。また、さらに、前記暗号化画像を、ネットワークを介して受信するように構成してもよ
い。このネットワーク受信において、前記暗号化画像は、例えば、電子メールにより受信
する。
【００３２】
　上記構成の画像復号装置において、前記暗号化画像は、前記画像暗号化装置によって生
成された画像であってもよい。
　本発明によれば、暗号化画像の暗号化と復号に用いられる共通鍵（暗号鍵と復号鍵）を
、暗号化画像に埋め込んでやりとりすることができる。したがって、個人情報などの高い
秘匿性が要求される重要情報を画像暗号化して、該重要情報を暗号化画像によりやりとり
する際、一般に普及している認証サーバなどを備える認証システムを導入しなくても、共
通鍵を、暗号化画像により安全にやりとりすることが可能となる。この場合、暗号化画像
を紙媒体に印刷し、印刷物により、重要情報と共通鍵の両方を、第3者に盗聴されること
なく、高度な安全性を確保してやりとりすることも可能である。また、さらに、共通鍵を
送付先の公開鍵で暗号化し、その暗号化により得られた暗号鍵関連情報を暗号化画像に埋
め込むことにより、暗号化と本人認証の仕組みを、紙媒体にまで拡張することが可能とな
る。もちろん、本発明は、該暗号鍵関連情報を埋め込んだ暗号化画像を、電子データの形
態で、ネットワークや記録媒体などを介してやりとりすることも可能である。
【図面の簡単な説明】
【００３３】
【図１】画像暗号化の一例を示す図である。
【図２】本発明の画像暗号化装置の基本構成を示す図である。
【図３】本発明の画像復号装置の基本構成を示す図である。
【図４】本発明を適用した応用システムの第1の実施形態の構成を示す図である。
【図５】本発明を適用した応用システムの第２の実施形態の構成と手法を示す図（その１
）である。
【図６】本発明を適用した応用システムの第２の実施形態の構成と手法を示す図（その２
）である。
【図７】本発明を適用した応用システムの第２の実施形態構成と手法を示す図（その３）
である。
【図８】本発明を適用した応用システムの第２の実施形態の構成と手法を示す図（その４
）である。
【図９】本発明を適用した応用システムの第３の実施形態の構成と手法示す図である。
【図１０】本発明の暗号化装置として機能するパーソナルコンピュータのハードウェア構
成とソフトウェア構成を示す図である。
【図１１】図１０に示すパーソナルコンピュータのＣＰＵが、プログラム用メモリ領域に
格納されているプログラムを実行することによって行なう画像暗号化処理を示すフローチ
ャートである。
【図１２】暗号化するデータ（暗号化データ）の一例を示す図である。
【図１３】図１２の暗号化データの暗号化領域の指定方法を示す図である。
【図１４】図１３の暗号化領域の画像変換後の状態を示す図である。
【図１５】図１４に示す暗号化領域の画像に暗号鍵関連情報を埋め込む処理を行なった後
の、暗号化領域の画像状態を示す図である。
【図１６】図１４に示す暗号化領域の画像に画素値変換処理を行なった後の、暗号化領域
の画像状態を示す図である。
【図１７】本発明の画像復号装置として機能するパーソナルコンピュータのハードウェア
構成とソフトウェア構成を示す図である。
【図１８】図１７の画像復号装置として機能するパーソナルコンピュータの処理手順を示
すフローチャートである。
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【発明を実施するための最良の形態】
【００３４】
　以下、図面を参照しながら本発明の実施形態について説明する。
　まず、本発明の画像暗号化装置の基本構成について説明する。
｛本発明の画素暗号化装置の基本構成｝
　図２は、本発明の画像暗号化装置の基本構成を示す図である。
【００３５】
　本発明の画像暗号化装置４０は、入力手段４１、暗号化領域指定手段４２、画像変換手
段４３、公開鍵取得手段４４、鍵暗号化手段４５、情報埋め込み手段４６、画素値変換手
段４７及び出力手段４８を備える。
【００３６】
　入力手段４１は、暗号化の対象となるデータを入力し、それを画像（以後、入力画像と
呼ぶ）に変換する。該入力画像は、例えば、ビットマップ形式の画像である。入力手段４
１に入力されるデータは、例えば、ワードプロセッサのソフトウェア（ソフト）で作成さ
れる文書データ、PDF(Portabale Document Format)形式のデータ、もしくはＨＴＭＬ(Hyp
er Text Transfet Protocol)形式のデータなどである。入力手段４１は、これらのデータ
の一部または全部を、ビットマップ形式などの画像（画像データ）に変換する。尚、入力
手段４１に入力されるデータは、スキャナなどによって読み取られた印刷物の画像データ
であってもよい。
【００３７】
　入力手段４１は、さらに、上記画像の一部を暗号化するために用いる暗号鍵を入力する
。この暗号鍵は、例えば、ＧＵＩ(Graphical User Interface)を介して入力されるパスワ
ード、ＩＤカードに格納された鍵、または、指紋や静脈、虹彩などの生体認証装置が認証
する際に使用する生体情報であってもよい。
【００３８】
　暗号化領域指定手段４２は、入力手段４１から出力される画像の一部、すなわち、該画
像において暗号化したい領域を指定する。この暗号化領域の指定は、例えば、ＧＵＩを介
して行なわれる。また、前記画像が固定フォーマットのデータであるならば、暗号化領域
は、予め、座標情報などによって指定するようにしてもよい。指定される暗号化領域は、
１つに限定されるものではなく、複数であってもかまわない。
【００３９】
　画像変換手段４３は、入力手段４１から出力された画像の暗号化領域指定手段４２によ
って指定された領域（暗号化領域）を、入力手段４１を介して入力された暗号鍵を用いて
暗号化する。この暗号化は、例えば、前記特許文献１の発明に開示されている手法により
行なわれる。この暗号化によって、前記入力画像の暗号化領域は元の画像の内容が認識で
きないようになる。
【００４０】
　公開鍵取得手段４４は、公開鍵を保有している既存のサーバから、ネットワーク経由な
どにより、前記暗号化された入力画像（以後、暗号化画像と呼ぶ）の送付先の公開鍵を取
得する。
【００４１】
　鍵暗号化手段４５は、公開鍵取得手段４４によって取得された公開鍵を用いて、入力手
段４１に入力された暗号鍵を暗号化する。このようにして、公開鍵によって暗号化された
暗号鍵は、送付先の秘密鍵を用いないと復号できない。したがって、この公開鍵によって
暗号化された暗号鍵を、第三者が盗聴したとしても、暗号鍵を復号できないので、前記暗
号化画像に公開鍵によって暗号化された暗号鍵を埋め込んで送っても、前記暗号化画像内
の暗号化領域の画像を判読することは不可能である。
【００４２】
　情報埋め込み手段４６は、鍵暗号化手段４５によって暗号化された暗号鍵を画像情報と
して、画素値変換手段４３によって生成された暗号化画像の中に埋め込む。
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　画素値変換手段４７は、例えば、前記特許文献１の発明の手法により、画像の横方向と
縦方向について、一定の周期で画素値を変換し、概ね縞状模様の画像を生成する。
【００４３】
　出力手段４８は、画素値変換手段４７によって生成された画像（便宜上、最終的暗号化
画像と呼ぶ）を印刷装置、画像表示装置、もしくはネットワークに出力するか、記憶装置
等に保存する。この保存においては、最終的暗号化画像のままではなく、PostScriptデー
タやＰＤＦ形式のファイルなどの他の形式に変換して保存するようにしてもよい。
｛本発明の画像復号装置の基本構成｝
　図３は、本発明の画像復号装置の基本構成を示す図である。
【００４４】
　本発明の画像復号装置５０は、入力手段５１、暗号化位置検知手段５２、画素値変換手
段５３、情報抽出手段５４、公開鍵取得手段５５、鍵復号化手段５６、画像変換手段５７
及び出力手段５８を備える。但し、公開鍵取得手段５５は、必須ではない。公開鍵取得手
段５５は、復号する暗号化画像に埋め込まれた暗号鍵関連情報が、暗号化画像を生成した
側の公開鍵と、該暗号化画像を復号する側の秘密鍵を用いて生成されている場合にのみ必
要となる。この場合、公開鍵取得手段５５は、該秘密鍵と対になる公開鍵を取得する。
【００４５】
　本発明の画像暗号化装置５０は、上述した画像暗号化装置４０によって生成された前記
最終的暗号化画像を元の画像（入力手段４１に入力される画像）に復元する。
　入力手段５１は、画像暗号化装置４０により生成された最終的暗号化画像を入力する。
【００４６】
　尚、入力手段５１に入力される最終的暗号化画像は画像暗号化装置４０によって暗号化
後に印刷された印刷物の画像データを、スキャナなどによって読み取った最終的暗号画像
であってもよい。
【００４７】
　暗号化位置検知手段５２は、該最終的暗号化画像内の暗号化領域の位置を検出する。該
最終的暗号化画像が前記特許文献１の発明に手法を用いて生成されたものであるならば、
該暗号化領域内の境界線の位置も検出する。この検出は、前記特許文献１の発明の手法に
より行なう。
【００４８】
　画素値変換手段５３は、画像暗号化装置４０の画素値変換手段４７が行なった画素値変
換処理と逆の変換処理を行い、暗号化位置検知手段５２によって検出された暗号化領域の
画素値を解除する（元の画素値を復元する）。
【００４９】
　情報抽出手段５４は、画素値変換手段４７によって得られた復元画像に対して、画像暗
号化装置４０の情報埋め込み手段４６が行なった処理と逆の処理を行い、該復元画像から
前記公開鍵で暗号化された暗号鍵の情報（便宜上、暗号鍵情報と呼ぶ）を抽出する。
【００５０】
　公開鍵取得手段５５は、必要に応じて公開鍵を取得する。この公開鍵の取得は、例えば
、画像暗号化装置４０の公開鍵取得手段４４と同様にして、その公開鍵を管理しているサ
ーバから取得する。この公開鍵は、入力手段５１に入力した最終的暗号化画像を生成した
ユーザが、暗号鍵を暗号化して暗号鍵情報を生成するために使用したものである。
【００５１】
　鍵復号化手段５６は、情報抽出手段５４によって抽出された暗号鍵情報から、画像暗号
化装置４０の鍵暗号化手段４５が暗号鍵を暗号化するために用いた公開鍵と対になる秘密
鍵を用いて、暗号鍵を復号・抽出する。
【００５２】
　画像変換手段５７は、鍵復号化手段５６によって抽出された暗号鍵を用いて、画像暗号
化装置４０が暗号化した、入力画像の暗号化領域の画像を復元し、該入力画像全体を復元
する。
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【００５３】
　出力手段５８は、画像変換手段５７が復元した入力画像を印刷装置、画像表示装置等に
出力する。
　この出力により、画像暗号化装置４０により暗号化された入力画像の暗号化領域の画像
を認識することが可能になる。
【００５４】
　画像暗号化装置４０によって生成された最終的暗号化画像から、入力画像の暗号化領域
の画像を復元することは、該最終的暗号化画像に埋め込まれた暗号鍵情報の生成に用いら
れた公開鍵と対になる秘密鍵を保有しているユーザだけが可能である。
【００５５】
　このため、その暗号鍵情報が埋め込まれた入力画像の印刷物や電子データのみを送付先
に送るだけで、送付先は、その公開鍵と対になる秘密鍵を用いて、その入力画像の暗号化
領域の画像を復元し、その暗号化領域の画像である重要情報を知ることができる。
【００５６】
　以上のようにして、本発明の画像暗号化装置４０と画像復号装置５０を利用することで
、入力画像内の第三者には秘匿にしておきたい重要情報の暗号化に用いる暗号鍵（共通鍵
）を公開鍵暗号方式の枠組みで安全に暗号化し、該暗号鍵を入力画像以外の手段でやりと
りすることなく、入力画像内の重要情報を、正当な送信者と受信者との間で、安全にやり
とりすることが可能となる。
【００５７】
　次に、本発明の画像暗号化装置と画像復号装置を適用した応用システム（以後、単に応
用システムと呼ぶ）の実施形態について説明する。
　｛応用システムの第１の実施形態｝
　本発明の応用システムの第１の実施形態は、本発明を印刷物を媒体とした重要情報のや
り取りに適用したシステムである。図4は、本発明の第1の実施形態のシステム構成を示す
図である。
【００５８】
　図４を参照しながら、上記第1の実施形態のシステムの構成と動作を説明する。
　本実施形態では、Ａさんが、本発明の画像暗号化装置を利用して、以下の（ａ）～（ｇ
）の処理を行なう。
（ａ）Ａさんが、図４（ａ）に示す資料（文書）６０を印刷して、その印刷物を郵送によ
りＢさんに送るものとする。この資料６０には、第三者には見られたくない個人情報リス
ト６１が含まれているものとする。
（ｂ）この場合、Ａさんは、まず、パーソナルコンピュータ（ＰＣ）に接続されたスキャ
ナなどの入力手段４１により、資料６０を画像として読み取り、パーソナルコンピュータ
内部のメモリに取り込む。そして、その画像をパーソナルコンピュータ（ＰＣ）のディス
プレイに表示する。Ａさんは、マウスなどの暗号化領域指定手段４２により、ディスプレ
イの画面上で個人情報リスト６１の画像部分を「暗号化領域」として指定する。そして、
画像変換手段４３により、暗号化領域として指定した個人情報リスト６１の画像６１ａ（
以後、個人情報リスト画像６１ａと呼ぶ）を、暗号鍵８１を用いて暗号化する。この暗号
化は、例えば、前記特許文献１の発明に開示されている手法により行なわれる。この暗号
化により、個人情報リスト画像６１ａは画像変換画像６１ｂに変換される。
（ｃ）Ａさんは、公開鍵取得手段４４により、公開鍵管理サーバ９０からＢさんの公開鍵
８２を取得する。
（ｄ）Ａさんは、鍵暗号化手段４５により、暗号鍵８１をＢさんの公開鍵８２を用いて暗
号化する。この暗号化によって生成された暗号化データを、便宜上、暗号鍵関連情報８３
と呼ぶことにする。
（ｅ）Ａさんは、情報埋め込み手段４６により、前記暗号鍵関連情報８３を画像変換画像
６１ｂの暗号化領域に埋め込み、情報埋め込み画像６１ｃを生成する。
（ｆ）Ａさんは、画素値変換手段４７により、情報埋め込み画像６１ｃに対して、画素値
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変換処理を施し、画素値変換画像６１ｄを生成する。この画素値変換処理は、例えば、情
報埋め込み画像６１ｃを市松模様化する処理である。
（ｇ）Ａさんは、個人情報リスト画像６１ａの部分が画素値変換画像６１ｄに変換された
資料をプリンタ９１により紙に印刷する。そして、プリンタ９１から印刷出力された印刷
物（印刷媒体）をＢさんに郵送する。
Ｂさんは、本発明の画像復号装置を利用して、以下の（ｈ）～（ｌ）の処理を行なう。
（ｈ）Ｂさんは、Ａさんが郵送した印刷物を受け取ると、その印刷物の印刷情報を入力手
段５１であるスキャナ９３により画像として取り込む。この画像は、Ａさんが作成した画
素値変換画像６１ｄにほぼ等しいので、便宜上、この画像を画素値変換画像６１ｄと呼ぶ
ことにする。
（ｉ）Ｂさんは、画素値変換手段５３により、画素値変換画像６１ｄに施された画素値変
換処理（この例では、市松模様化）を解除し、画素値変換画像６１ｄから情報埋め込み画
像６１ｃを復元する。
（ｊ）Ｂさんは、情報抽出手段５４により、情報埋め込み画像６１ｃから暗号鍵関連情報
８３を抽出する。そして、Ｂさんの秘密鍵８４を用いて、暗号鍵関連情報８３から暗号鍵
８１を復号する。この暗号鍵８１を抽出する過程で、情報埋め込み画像６１ｃから画像変
換画像６１ｂが復元される。
（ｋ）Ｂさんは、画像変換手段５７により、暗号鍵８１を用いて、画像変換画像６１ｂの
スクランブルを解除する。
（ｌ）上記スクランブル解除により、画像変換画像６１ｂから個人情報リスト画像６１ａ
を復元される。
【００５９】
　上記（ｉ）～（ｌ）の処理は、例えば、Ｂさんが保有するパーソナルコンピュータで行
なわれ、復元された個人情報リスト画像６１ａは、Ｂさんのパーソナルコンピュータのデ
ィスプレイに表示される。
【００６０】
　以上のようにして、Ｂさんは、Ａさんが郵送した印刷物から、画像暗号化された個人情
報リストを復元することができる。
　第1の実施形態のシステムでは、ＡさんがＢさんに送る資料の個人情報リストは、暗号
鍵８１で画像暗号化されており、暗号鍵８１は公開鍵８２で暗号化され、暗号鍵関連情報
８３として情報埋め込み画像６１ｃに埋め込まれる。したがって、Ａさんが、画素値変換
画像６１ｄの印刷物をＢさんに郵送した際、その郵送途中で、印刷物が第三者の手に入っ
たとしても、その第三者は、個人情報リストを復号することは困難であり、個人情報リス
トの内容を知ることはできない。
【００６１】
　｛応用システムの第２の実施形態｝
　上述した第1の実施形態は、本発明を印刷物の画像暗号化に適用した例であった。第１
の実施形態では、資料の画像の一つの領域のみを暗号化するようにしていた。
【００６２】
　本発明の画像暗号化装置と画像復号装置を適用した応用システムの第２の実施形態は、
画像上の複数の領域を暗号化するものである。この暗号化において、各領域の画像は個別
の暗号鍵で暗号化する。そして、各領域の暗号化に用いられた暗号鍵を、それぞれ別個の
公開鍵で暗号化し、この暗号化により得られた暗号鍵関連情報を、上記各領域が暗号化さ
れた画像内に埋め込む。
【００６３】
　図５～図８は、本発明の応用システムの第２の実施形態の構成と手法を示す図である。
　第２の実施形態は、本発明を病院のカルテの画像暗号化に適用したシステムである。本
実施形態が適用されるシステムでは、Ａ病院が患者のカルテを管理しており、Ａ病院の患
者は、Ｗｅｂ(World Wide Web)を利用して自分のカルテを閲覧することが許可されている
ものとする。したがって、Ａ病院の患者は、インターネットブラウザを利用して、Ａ病院
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に保管されている自分のカルテをパーソナルコンピュータ等にダウンロードすることが可
能である。ここで、Ａ病院は、患者がセカンドオピニオンとして選んだ他の病院（ここで
は、Ｂ病院とする）の医師に、Ａ病院のカルテを提出することを許可したいと考えている
ものとする。しかも、カルテの提出は紙でも可能にしたいと考えているものとする。但し
、Ａ病院のカルテには、患者自身には見せたくないが、Ｂ病院の医師には見せる必要があ
る情報が含まれているものとする。ここで、Ａ病院のカルテは、個人情報保護の観点から
、情報漏洩の防止は必須となる。
【００６４】
　以上のような条件を前提とした本実施形態のシステムについて、図5～図８を参照しな
がら説明する。
　＜Ａ病院の処理＞
　まず、図５から説明する。図５は、Ａ病院側の処理手順を示す図である。
Ａ病院は、本発明の画像暗号化装置を利用して、以下の（ａ）～（ｇ）の処理を行なう。
（ａ）Ａ病院は、患者のカルテを画像化し、カルテの原画像１００（以後、カルテ原画像
１００と呼ぶ）を生成する。カルテ原画像１００には、患者の個人情報の画像１０１（以
後、患者個人情報画像１０１と呼ぶ）と患者の診断結果などを含む病院情報の画像１０２
（以後、病院情報画像１０２と呼ぶ）が含まれている。このカルテ原画像１００は、入力
手段４１により生成される。
（ｂ）Ａ病院は、公開鍵管理サーバ１９０から、患者の公開鍵１３４（第１の公開鍵）と
Ｂ病院の公開鍵１３５（第２の公開鍵）を入手（取得）する。この公開鍵の入手は、公開
鍵取得手段４４により行なわれる。
（ｃ）カルテ原画像１００において、（患者に見せてもよい）患者個人情報画像１０１に
ついては暗号鍵（共通鍵）１３１（第１の暗号鍵）で暗号化し、（患者には見せたくない
が、Ｂ病院の医師には見せる必要がある）病院情報画像１０２については暗号鍵（共通鍵
）１３２（第２の暗号鍵）で暗号化する。これにより、カルテ原画像１００について、患
者個人情報画像１０１と病院情報画像１０２の２つの部分画像を暗号化した画像である画
像変換画像１００ａが生成される。この画像変換画像１００ａの生成は、画像変換手段４
３により行なう。ここで、画像変換画像１００ａ内における、暗号化された患者個人情報
画像１０１と暗号化された病院情報画像１０２を、それぞれ、患者個人情報暗号化画像１
０１ａ、病院情報暗号化画像１０２ａと呼ぶことにする。この画像変換画像１００ａは、
画像変換手段４３により生成される。
（ｄ）暗号鍵１３１は患者に見せてもよいので患者の公開鍵１３３で暗号化し、暗号鍵１
３２は患者に見せたくないのでＢ病院の公開鍵１３５で暗号化する。これらの暗号化は、
鍵暗号化手段４５により行なわれる。
（ｅ）患者の公開鍵１３３で暗号化した暗号鍵１３１に関する情報（第１の暗号鍵関連情
報１４１）とＢ病院の公開鍵１３５で暗号化した暗号鍵１３２に関する情報（第２の暗号
鍵関連情報１４２）を、それぞれ、画像変換画像１００ａの患者個人情報暗号化画像１０
１ａと病院情報暗号化画像１０２ａに埋め込み、情報埋め込み画像１００ｂを生成する。
ここで、第１の暗号鍵関連情報１４１が埋め込まれた患者個人情報暗号化画像１０１ａと
第２の暗号鍵関連情報１４２が埋め込まれた病院情報暗号化画像１０２ａを、それぞれ、
患者個人情報埋め込み画像１０１ｂ、病院情報埋め込み画像１０２ｂと呼ぶことにする。
この情報埋め込み画像１００ｂの生成は、情報埋め込み手段４６により行なわれる。
（ｆ）情報埋め込み画像１００ｂについて、患者個人情報埋め込み画像１０１ｂと病院情
報埋め込み画像１０２ｂを市松模様化する画素値変換処理を施し、画素値変換画像１００
ｃを生成する。ここで、画素値変換画像１００ｃにおける市松模様化された患者個人情報
埋め込み画像１０１ｂと病院情報埋め込み画像１０２ｂを、それぞれ、患者個人情報画素
値変換画像１０１ｃ、病院情報画素値変換画像１０２ｃと呼ぶことにする。この画素値変
換画像１００ｃの生成は、画素値変換手段４７により行なわれる。
（ｇ）画素値変換画像１００ｃをプリンタなどにより紙などの印刷媒体に印刷し、その印
刷媒体を郵送等により患者及びＢ病院に送付するか、または、画素値変換画像１００ｃを
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電子メールにより患者及びＢ病院に送信する。
【００６５】
　以上のようにして、Ａ病院は、患者のみ復号できる暗号化領域とＢ病院のみ復号できる
暗号化領域を含むカルテの画像（以後、カルテの暗号化画像と呼ぶ）を生成し、それを、
患者とＢ病院に送付することができる。
【００６６】
　＜患者のカルテ復号処理＞
　次に、Ａ病院から画素値変換画像１００ｃを受け取ったＡ病院の患者の処理を、図６を
参照しながら説明する。図６は、該患者が、Ａ病院から受け取った画素値変換画像１００
ｃから、患者個人情報画像１０１を復号する処理手順を示す図である。
【００６７】
　Ａ病院の患者（以下、単に患者と呼ぶ）は、本発明の画像復号装置を利用して、以下の
（ａ）～（ｇ）の処理を行なう。
（ａ）Ａ病院から「カルテの暗号化画像」が印刷された印刷媒体を受け取った患者は、そ
の印刷媒体に印刷された情報を画像に変換する。この変換により、Ａ病院で作成した画素
値変換画像１００ｃが得られる。この印刷情報から画像への変換は、入力手段５１によっ
て行なわれる。一方、患者は、Ａ病院から「カルテの暗号化画像」を電子メールにより受
け取った場合には、その電子メールに添付された「カルテの暗号化画像」を開くことで、
画素値変換画像１００ｃを取得する。この取得は、入力手段５１により行なわれる。
（ｂ）画素値変換画像１００ｃ内の患者個人情報画素値変換画像１０１ｃに施された画素
値変換（市松模様化）を解除する。これにより、患者個人情報画素値変換画像１０１ｃか
ら患者個人情報埋め込み画像１０１ｂが復元される。この患者個人情報画素値変換画像１
０１ｃの画素値変換の解除は、画素値変換手段５３により行なわれる。このようにして、
患者個人情報埋め込み画像１０１ｂと病院情報画素値変換画像１０２ｃを含む画像１１０
ａが得られる。
（ｃ）上記画像１１０ａの患者個人情報埋め込み画像１０１ｂから、患者の公開鍵１３３
で暗号化された暗号鍵１３１に関する情報１４１（第１の暗号鍵関連情報１４１）を抽出
する。この抽出は、情報抽出手段５４により行なわれる。この抽出により、患者個人情報
埋め込み画像１０１ｂは患者個人情報暗号化画像１０１ａに変換される。
（ｄ）患者の秘密鍵１３４を用いて、第１の暗号鍵関連情報１４１から暗号鍵１３１を取
り出す。この取り出しは、鍵復号化手段５６によって行なわれる。
（ｅ）暗号鍵１３１を用いて、患者個人情報暗号化画像１０１ａからカルテ上の個人情報
１０１の画像を復号する。この復号は、画像変換手段５７によって行なわれる。
（ｇ）患者は、（ｅ）によって得られた画像１１０ｃを見ることによって、Ａ病院から許
可されている患者の個人情報を閲覧する。
【００６８】
　以上のようにして、患者は、Ａ病院から送付された画素値変換画像１００ｃから、自分
の秘密鍵１３４を用いて、自身の個人情報１０１を知ることができる。この場合、患者は
Ｂ病院の秘密鍵１３６を所持していないので、画素値変換画像１００ｃから患者に閲覧が
許されていない秘匿情報を復号して、それを見ることはできない。
【００６９】
　＜患者の病院へのカルテ送付処理＞
　次に、患者が、上述したようにして、Ａ病院から受け取った、一部の情報が暗号化され
たカルテ（画素値変換画像１００ｃ）の閲覧を終了した後、セカンドオピニオンの医師が
いるＢ病院に、そのカルテを送付する処理について、図７を参照しながら説明する。この
場合、患者は、図６（ｆ）に示す個人情報１０１が暗号化されていない画像１１０ｃ（以
後、患者閲覧画像１１０ｃと呼ぶ）について、個人情報１０１を、再度、暗号化してから
、Ｂ病院に送付する必要がある。
【００７０】
　患者は、本発明の画像暗号化装置を利用して、以下の（ａ）～（ｇ）の処理を行なう。
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（ａ）患者は、入力手段４１により、患者閲覧画像１１０ｃを、例えば、パーソナルコン
ピュータのディスプレイに表示する。
（ｂ）患者は、公開鍵取得手段４４により、公開鍵管理サーバ１９０からＢ病院の公開鍵
１３５を取得する。
（ｃ）患者は、暗号化領域指定手段４２により、ディスプレイ画面に表示されている患者
閲覧画像１１０ｃ上の個人情報１０１を指定する。そして、画像変換手段４３により、そ
の個人情報１０１を暗号鍵１３１で暗号化する。これにより、患者閲覧画像１１０ｃが、
暗号化されたＡ病院の病院情報（病院情報画像１０２）と暗号化された患者の個人情報（
患者個人情報画像１０１）を含む画像１１０ｂに変換される。
（ｄ）患者は、鍵暗号化手段４５により、暗号鍵１３１をＢ病院の公開鍵１３５で暗号化
し、その暗号化により生成された暗号に関する情報である第３の暗号鍵関連情報１４３を
生成する。
（e）患者は、情報埋め込み手段４６により、前記画像１１０ｂ上の患者の個人情報画像
１０１ａに第３の暗号鍵関連情報１４３を埋め込み、情報埋め込み画像１１０ａを生成す
る。
（ｆ）患者は、画素値変換手段４７により、情報埋め込み画像１１０ａに対して画素値変
換処理を施し、画素値変換画像１００ｃ’を生成する。
（ｇ）患者は、画素値変換画像１００ｃ’を印刷出力して、画素値変換画像１００ｃ’が
印刷された印刷媒体をＢ病院に送付する。または、画素値変換画像１００ｃ’を、電子メ
ールによりＢ病院に送付する。
【００７１】
　以上のようにして、患者は、個人情報１０１が復号されたカルテ画像１１０Ｃを、Ａ病
院から受け取った画素値変換画像１００ｃ’にして、それをＢ病院に送る。
　＜Ｂ病院のカルテ復号処理＞
　患者が、印刷媒体により、または、電子メールの添付ファイルにより送ってくるカルテ
（画素値変換画像１００ｃ’）を受信・復号するＢ病院の処理を、図８を参照しながら説
明する。
【００７２】
　Ｂ病院は、本発明の画像復号装置を利用して、以下の（ａ）～（ｅ）の処理を行なう。
（ａ）Ｂ病院のセカンドオピニオンの医師は、入力手段５１により、Ａ病院の患者（以後
、単に患者と記載する）から受け取った印刷媒体または電子メールの添付ファイルから、
カルテ（画素値変換画像１００ｃ’）を画像化する。
（ｂ）医師は、暗号化領域指定手段４２により、画素値変換画像１００ｃ’上の患者個人
情報画素値変換画像１０１ｃ’と病院情報画素値変換画像１０２ｃを指定する。そして、
画素値変換手段５３により、それらの画像１０１ｃ’、１０２ｃに画素値変換処理を行い
、それらの画像１０１ｃ’、１０２ｃの市松模様を解除する。これにより、患者個人情報
画素値変換画像１０１ｃ’と病院情報画素値変換画像１０２ｃは、それぞれ、患者個人情
報埋め込み画像１０１ｂ’と病院情報埋め込み画像１０２ｂに変換される。
（ｃ）医師は、情報抽出手段５４により、患者個人情報埋め込み画像１０１ｂ’から暗号
鍵関連情報１４３（Ｂ病院の公開鍵１３５で暗号化された暗号鍵１３１に関する情報）を
取り出す。そして、B病院の秘密鍵１３６を用いて、暗号鍵関連情報１４２を取り出す。
次に、暗号鍵関連情報１４３および１４２をＢ病院の秘密鍵１３６で復号し、暗号鍵１３
１と１３２をとりだす。続いて、暗号鍵１３１を用いて画像変換画像１０１ａを画像変換
手段５６を用いて復号し、暗号鍵１３２を用いて画像変換画像１０２ａを画像変換手段５
６を用いて復号し、それぞれの復号により、患者個人情報画像１０１と病院情報画像１０
２を復号する。
（ｅ）医師は、患者個人情報画像１０１と病院情報画像１０２を含むカルテ全体を閲覧す
る。
【００７３】
　以上述べたように、第２の実施形態は、Ａ病院は、複数の暗号鍵と複数の公開鍵（患者
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の公開鍵とＢ病院の公開鍵）を用いて、「Ａ病院の患者の個人情報」並びに「患者には知
られたくないＡ病院の病院情報」が画像暗号化されカルテを作成できる。Ａ病院の患者は
、そのカルテを、Ａ病院から、印刷媒体または電子メールの添付ファイルとして受け取り
、患者の秘密鍵を用いて、そのカルテ上の暗号化されている患者の個人情報を復号・閲覧
することができる。また、さらに、患者は、カルテの閲覧が終了すると、Ｂ病院の公開鍵
を用いて患者の個人情報を暗号化し、Ａ病院が作成したカルテと同様に、患者の個人情報
とＡ病院の病院情報が画像暗号化されたカルテを、印刷媒体、または、電子メールの添付
ファイルとして、Ｂ病院に送付する。Ｂ病院のセカンドオピニオンの医師は、Ａ病院の患
者が送付したカルテを受け取ると、Ｂ病院の秘密鍵を用いて、そのカルテ上の暗号化され
た患者の個人情報とＡ病院の病院情報を復号し、それらの情報を閲覧できる。
【００７４】
　このように，第２の実施形態においては、複数の暗号鍵と複数の公開鍵を用いて、Ａ病
院、Ａ病院の患者、その患者のセカンドオピニオンであるＢ病院の医師の三者が、患者の
個人情報とＡ病院の病院情報の安全性を確保しながら、カルテをやりとりすることが可能
となる。
【００７５】
　｛応用システムの第３の実施形態｝
　本発明の応用システムの第３の実施形態は、市民が市役所などの地方自治体から住民票
を発行してもらい、それを学校や販売業者などに提出するモデルに、本発明を適用したも
のである。第３の実施形態は、Ａ市役所が、画像暗号化した住民票の作成する際、暗号鍵
関連情報を作成するとき、送付先の公開鍵（Ｃさんの公開鍵）に加え、送付元の秘密鍵（
Ａ市役所の秘密鍵）を用いるのが特徴である。上述した第１及び第２の実施形態では、送
付先の公開鍵のみを用いて暗号鍵関連情報を作成するようにしている。
【００７６】
　この第３の実施形態について、図９を参照しながら説明する。
　図９は、本発明を、ＢさんがＡ市役所からネットワークを介して住民票をダウンロード
し、それをＣさんに提出する例に適用した場合のシステム構成とその手法を示す図である
。Ｃさんは、例えば、自動車の販売業者である。尚、図９では、暗号化された住民票の画
像については、全体ではなく、暗号化された部分のみを示している。
【００７７】
　Ａ市役所は、本発明の画像暗号化装置を利用して、以下の（ａ）～（ｆ）の処理を行な
う。
（ａ）Ｂさんが、Ａ市役所に住民票の発行を求めると、Ａ市役所は、入力手段４１により
、住民票の画像２００（以後、住民票原画像２００と呼ぶ）を取り込む。そして、暗号化
領域指定手段４２により、住民票原画像２００の重要事項（個人のプライバシーに関係す
る事項など）部分を指定し、その部分を暗号鍵２３１を用いて暗号化する。この暗号化は
、画像変換手段４３を用いて行なう。この暗号化により、住民票原画像２００は画像変換
画像２００ａに変換される。
（ｂ）Ａ市役所は、公開鍵取得手段４４により、公開鍵管理サーバ２９０からＢさんの公
開鍵２３６とＣさんの公開鍵２３４を取得する。
（ｃ）Ａ市役所は、鍵暗号化手段４５により、暗号鍵２３１をCさんの公開鍵２３４とA市
役所の秘密鍵２３２を用いて暗号化する。このCさんの公開鍵２３４とＡ市役所の秘密鍵
２３２によって暗号化された暗号鍵２３１を、便宜上、暗号鍵関連情報２４３と呼ぶこと
にする。
（ｄ）Ａ市役所は、情報埋め込み手段４６により、暗号鍵関連情報２４３を画像変換画像
２００ａに埋め込み、暗号鍵関連情報２４３が画像として埋め込まれた情報埋め込み画像
２００ｂを生成する。
（ｅ）Ａ市役所は、画素値変換手段４７により、情報埋め込み画像２００ｂに対して画素
値変換処理を施し、情報埋め込み画像２００ｂを市松模様化する。この市松模様化により
、画素値変換画像２００ｃが生成される。
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（ｆ）Ａ市役所は、Ｂさんの公開鍵２３６を用いて、画素値変換画像２００ｃを電子的に
暗号化する。この暗号化は、公知のディジタル暗号化手法によって行なわれる。ここで、
Ｂさんの公開鍵２３６で暗号化された画素値変換画像２００ｃを、便宜上、「暗号化住民
票電子データ」と呼ぶことにする。
【００７８】
　Ｂさんは、以下の（ｇ）、（ｈ）の処理を行い、Ａ市役所から受け取った、画像暗号化
された住民票を印刷し、その印刷物を、Ｃさんに提出する。
（ｇ）Ｂさんは、パーソナルコンピュータを使用して、Ａ市役所の公開サーバ（不図示）
にアクセスし、その公開サーバから、電子的に暗号化されたＢさんの住民票（前記暗号化
住民票電子データ）をダウンロードする。そして、Ｂさんの秘密鍵２３７を用いて、その
暗号化住民票電子データを復号し、その復号によって得られた画素値変換画像２００ｃを
、プリンタ２６０により紙に印刷する。暗号化住民票電子データの復号は、公知のディジ
タル復号手法により行なう。
【００７９】
　重要事項部分のみが市松模様化された住民票（画素値変換画像２００ｃ）を印刷できた
ことで、その住民票の印刷者がＢさんであることが保証される。
（ｈ）Ｂさんは、重要事項が暗号化された住民票（印刷物）をＣさんに提出する。
【００８０】
　Ｃさんは、本発明の画像復号装置を利用して、以下の（ｉ）～（ｌ）の処理を行なう。
（ｉ）Ｃさんは、Ｂさんから受け取った印刷物を、入力手段４１（この例では、スキャナ
２７０）により、画像データとして取り込む。これにより、Ｃさんは、画素値変換画像２
００ｃを得ることができる。
（ｊ）Ｃさんは、画素値変換手段５３を用いて、画素値変換画像２００ｃの市松模様を解
除し、画素値変換画像２００ｃから情報埋め込み画像２００ｂを復元する。
（ｋ）Ｃさんは、情報抽出手段５４により、情報埋め込み画像２００ｂから暗号鍵関連情
報２４３を抽出し、情報埋め込み画像２００ｂから画像変換画像２００ａを復元する。次
に、鍵復号化手段５６により、Ｃさんの秘密鍵２３５とＡ市役所の公開鍵２３３を用いて
、暗号鍵関連情報２４３から暗号鍵２３１を取り出す。尚、Ｃさんは、Ａ市役所の公開鍵
２３３を、公開鍵管理サーバ２９０から取得する。
（ｌ）Cさんは、画像変換手段５７により、暗号鍵２３１を用いて、画像変換画像２００
ａの画像暗号を解除し、住民票原画像２００を復元する。これにより、Ｃさんは、住民票
原画像２００を閲覧して、Ｂさんの住民票を読むことができる。
【００８１】
　第３の実施形態においては、Ｃさんの秘密鍵２３５とＡ市役所の公開鍵２３３を用いて
、暗号鍵関連情報２４３から暗号鍵２３１を復号できたことで、ＣさんがＢさんから受け
取った印刷物（住民票）は、Ａ市役所から正式に発行されたものであることが証明される
。また、暗号鍵２３１を暗号鍵関連情報２４３から取り出すためには、A市役所の公開鍵
２３３だけでなく、Cさんの秘密鍵２３５も必要であることから、Ｃさん以外は住民票を
閲覧することはできない。
【００８２】
　第３の実施形態は、現在、市役所や区役所などの窓口でしか受け取れない住民票を、B
さん（市民または区民など）が、市役所や区役所に出向くことなく、自宅のパーソナルコ
ンピュータなどの端末を利用してダウンロードし、それを印刷して、Cさん（Bさんが住民
票を提出する必要がある人もしくは法人など）に印刷物として提出すること可能にしてい
る。
【００８３】
　これは、以下の（１）～（４）の条件が満たされるからである。
（１）Ａ市役所は、Cさんの公開鍵を用いることによって、住民票の提出先を、Cさんだけ
に限定することができる。
（２）Ａ市役所は、Bさんの公開鍵を用いることによって、住民票（重要事項が暗号化さ
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れている住民票）のダウンロード者を、Bさんに特定できる。
（３）Ａ市役所からダウンロードする住民票は重要事項が暗号化されているので、Bさん
は住民票に記載されている個人情報の漏洩を守ることができる。
（４）BさんがＣさんに提出した画像暗号化された住民票を、Ａ市役所の公開鍵で復号で
きることから、ＣさんがＢさんから受け取った住民票が、間違いなく、Ａ市役所で発行さ
れた住民票であることが保証される。
【００８４】
　｛本発明の画像暗号化装置の実施形態｝
　本発明の画像暗号化装置は、パーソナルコンピュータ等のコンピュータ上でプログラム
（ソフトウェア）を実行することによって、コンピュータで実現できる。
【００８５】
　＜ハードウェア構成＞
　図１０は、本発明の暗号化装置として機能するパーソナルコンピュータのハードウェア
構成を示す図である。
【００８６】
　本実施形態の暗号化装置であるパーソナルコンピュータ（ＰＣ）１０００は、ＣＰＵ１
００１、第１の外部入力インターフェース部１００４（外部入力インターフェース１）、
第２の外部入力インターフェース部１００５（外部入力インターフェース２）、ネットワ
ークインターフェース部１００６、第１の外部出力インターフェース部１００７（外部出
力インターフェース１）、第２の外部出力インターフェース部１００８（外部出力インタ
ーフェース２）、メモリ装置１０１０及びデータ記憶装置１０２０を備えている。ＣＰＵ
(Central Processinng Unit)１００１は、パーソナルコンピュータ１０００の他の構成要
素とバス１０３０を介して接続されている。
【００８７】
　第１の外部入力インターフェース部１００４は、スキャナなどの画像読み取り機能を備
える第１の外部入力装置１１００（外部入力装置１）とのインターフェースであり、第１
の外部入力装置１１００が読み取った文書などのデジタル画像を、第１の外部入力装置１
１００から入力する。第２の外部入力インターフェース部１００５は、キーボードやマウ
スなどのインターフェースであり、キーボードやマウスなどの第２の外部入力装置１２０
０（外部入力装置２）から、それらの入力データや操作信号などを入力する。
【００８８】
　ネットワークインターフェース部１００６は、例えば、ＬＡＮ(loacal Area Network)
インターフェースなどであり、ＬＡＮやルータなどを経由して、公開鍵管理サーバやイン
ターネットに通信接続し、公開鍵管理サーバ９０から目的の公開鍵を受信する。
【００８９】
　第１の外部出力インターフェース部１００７は、プリンタなどの印刷機能を有する第１
の外部出力装置１３００（外部出力装置１）のインターフェースであり、第１の外部出力
装置１３００に印刷制御コマンドや印刷データを出力する。第２の外部出力インターフェ
ース部１００８は、ディスプレイなどの画像表示機能を有する第２の外部出力装置１４０
０（外部出力装置２）のインターフェースであり、第２の外部出力装置１４００に画像表
示制御コマンドや画像データを出力する。
【００９０】
　メモリ装置１０１０は、ＣＰＵ１００１のメインメモリであり、プログラム用メモリ領
域１０１１とデータ用メモリ領域１０１２を備えている。プログラム用メモリ領域１０１
１は、パーソナルコンピュータ１０００を、画像暗号化装置として機能させるプログラム
１０６０を格納する領域である。このプログラム１０６０は、例えば、ＣＰＵ１００１が
実行可能な形式で、プログラム用メモリ領域１０１１にロードされる。
【００９１】
　該プログラム１０６０は、ＣＰＵ１００１により実行されることによって、パーソナル
コンピュータ１０００を、図２に示す、入力手段４１、暗号化領域指定手段４２、画像変
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換手段４３、公開鍵取得手段４４、鍵暗号化手段４５、情報埋め込み手段４６、画素値変
換手段４７、及び出力手段４８を備える画像暗号化装置４０として機能させる。
【００９２】
　データ用メモリ領域１０１２は、暗号鍵や画像暗号化データの送付先の公開鍵１５００
などを保存する。メモリ装置１０１０には、基本ソフト（ＯＳ:Operating Syatem））や
ＴＣＰ／ＩＰプロトコルスタックなどのミドルウェアなども格納される。データ用メモリ
領域１０１２は、第１及び第２の外部入力装置１１００、１２００から入力されるデータ
、第1及び第２の外部出力装置１３００、１４００に出力するデータ、及びＣＰＵ１００
１が上記プログラムを実行する際に必要となる作業データを記憶する。
【００９３】
　データ記憶装置１０２０は、例えば内蔵型ＨＤＤ(Hard Disk Drive)や、ＣＤ、ＤＶＤ
などの可搬型の記録媒体が装着される記憶装置であり、暗号化（画像暗号化）の対象とな
るデータ１６００などを保存する。尚、データ記憶装置１０２０は、ＵＳＢ(Univerasal 
Serial Bus)端子に接続されるＵＳＢメモリや、カードスロットに装着されるＳＤ(Secure
 Digital)メモリカードやメモリスティックなどの小型の可搬型記録媒体であってもよい
。
【００９４】
　ＣＰＵ１００１は、パーソナルコンピュータ全体を制御すると共に、他の構成要素を制
御する。
　＜画像暗号化装置の処理手順＞
　図１１は、図１０に示すパーソナルコンピュータ１０００のＣＰＵ１００１が、プログ
ラム用メモリ領域１０１１に格納されているプログラム１０６０を実行することによって
行なう画像暗号化処理を示すフローチャートである。図１１を参照しながら、上記画像暗
号化処理の手順を説明する。
【００９５】
　暗号化の対象となるデータ１６００（以後、暗号化対象データ１６００と呼ぶ）を、デ
ータ記憶装置１０２０に用意する（Ｓ１１０１）。
　データ記憶装置１０２０からデータ用メモリ領域１０１２に、暗号化対象データ１６０
０を転送する(Ｓ１１０２)。プログラム用メモリ領域１０１１上の入力手段４１を実行し
、該暗号化対象データ１６００を画像（ビットマップ形式などの画像データ）に変換する
（Ｓ１１０３）。この暗号化対象データ１６００の画像（画像データ）は、データ用メモ
リ領域１０１２に格納される。
【００９６】
　暗号化対象データ１６００の画像を、第２の外部出力装置１４００に表示する（Ｓ１１
０４）。プログラム用メモリ領域１０１１上の暗号化領域指定手段４２を実行し、第２の
外部入力装置１２００（例えば、マウスなど）を用いて、第２の外部出力装置１４００の
画面に画像表示されている暗号化対象データ１６００の画像の暗号化領域を指定する（Ｓ
１１０５）。
【００９７】
　図１３に、暗号化対象データ１６００の画像の暗号化領域の指定方法の一例を示す。こ
の例では、暗号化対象データ１６００は「暗号化画像」という用語となっており、その画
像１７００の「暗号」という用語の画像を囲む領域（破線の矩形枠で囲まれた領域）が暗
号化領域１７０１として指定されている。
【００９８】
　プログラム用メモリ領域１０１１上の画像変換手段４３を実行し、データ用メモリ領域
１０１２上の暗号化対象データ１６００の画像１７００の暗号化領域１７０１の画像（画
像データ）を、暗号鍵（不図示）を用いて、画像変換画像に変換する（Ｓ１１０６）。こ
の画像変換処理により、暗号化領域１７０１の画像が、図１３に示す判読可能な状態（原
画像）から、図１４に示す判読不可能な状態（画像変換画像１７１１）に変換される。こ
れにより、暗号化対象データ１６００の画像全体は、図１４に示すように、該画素値変換
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画像１７１１を含む画像１７１０に変換される。
【００９９】
　プログラム用メモリ領域１０１１上の公開鍵取得手段４４を実行し、ネットワークイン
ターフェース部１００６を介して、公開鍵管理サーバにアクセスする（Ｓ１１０７）。そ
して、公開鍵管理サーバから、データ送付先の公開鍵１５００を取得し、それをデータ用
メモリ領域１０１２に格納・保存する（Ｓ１１０８）。
【０１００】
　プログラム用メモリ領域１０１１上の鍵暗号化手段４５を実行し、上記公開鍵１５００
を用いて、前記暗号鍵を暗号化する（Ｓ１１０９）。この暗号化処理において、例えば、
、“１１１１１１１”の２値のビット列（バイナリデータ）の暗号鍵を、公開鍵１５００
を用いて、“１０１１０１０１”の２値のビット列に暗号化する。ここでは、上記と同様
に、この暗号化された暗号鍵を、“暗号鍵関連情報”と呼ぶことにする。
【０１０１】
　プログラム用メモリ領域１０１１上の情報埋め込み手段４６を実行し、データ用メモリ
領域１０１２上の暗号化領域１７０１の画像（ステップＳ１１０６の処理で得られた画像
変換画像１７１１）に、上記暗号鍵関連情報を埋め込む（Ｓ１１１０）。この結果、暗号
化領域１７０１の画像は、図１４に示す状態（画像変換画像１７１１）から図１５に示す
状態（情報埋め込み画像１７２１）に変換される。これにより、暗号化対象データ１６０
０の画像全体は、図１５に示すように、該情報埋め込み画像１７２１を含む画像１７２０
に変換される。
【０１０２】
　プログラム用メモリ領域１０１１上の画素値変換手段４７を実行し、データ用メモリ領
域１０１２上の前記情報埋め込み画像１７２１を変換する（Ｓ１１１１）。この結果、暗
号化領域１７０１の画像は、図１５に示す状態（情報埋め込み画像１７２１）から図１６
に示す状態（市松模様の画素値変換画像１７３１）に変換される。これにより、暗号化対
象データ１６００の画像全体は、図１６に示すように、該画素値変換画像１７３１を含む
暗号化画像１７３０に変換される。
【０１０３】
　ステップＳ１１１１の処理で生成された該暗号化画像１７３０を、第２の外部出力装置
１４００に表示する（Ｓ１１１２）。続いて、データ用メモリ領域１０１２上の前記暗号
化画像１７３０を、データ記憶装置１０２０に転送・保存する（Ｓ１１１３）。
【０１０４】
　プログラム用メモリ領域１０１１上の出力手段４８を実行し、データ用メモリ領域１０
１２またはデータ記憶装置１０２０に格納されている前記暗号化画像１７３０を、第１の
外部出力装置１３００を用いて紙媒体等に印刷、または、ネットワークインターフェース
部１００６を介して電子メールなどにより送付先に送信する（Ｓ１１１４）。
【０１０５】
　｛本発明の暗号化復号装置の実施形態｝
　本発明の画像復号装置は、前記画像暗号化装置と同様に、パーソナルコンピュータ等の
コンピュータ上でプログラム（ソフトウェア）を実行することによって、コンピュータで
実現できる。
【０１０６】
　＜ハードウェア構成＞
　図１７は、本発明の画像復号装置として機能するパーソナルコンピュータのハードウェ
ア構成を示す図である。図１７において、図１０と同じ構成要素には同じ符号を付与して
いる。
【０１０７】
　本実施形態の画像復号装置であるパーソナルコンピュータ（ＰＣ）２０００は、図１０
に示す、パーソナルコンピュータ１０００と、ほぼ同じハードウェア構成である。したが
って、上述したパーソナルコンピュータ１０００が備える構成要素と同一の構成要素につ
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いては、その説明を省略する。
【０１０８】
　画像復号装置として機能するパーソナルコンピュータ２０００と、画像暗号化装置とし
て機能するパーソナルコンピュータ１０００との構成上の差異は、メモリ装置１０１０内
のプログラム用メモリ領域１０１１に格納される、ＣＰＵ１００１が実行するプログラム
の内容である。
【０１０９】
　本実施形態のパーソナルコンピュータ２０００は、図１０に示す、画像復号装置として
機能するパーソナルコンピュータ１０００によって生成された画像暗号化データを復号す
る画像復号装置である。
【０１１０】
　パーソナルコンピュータ１０００においては、プログラム用メモリ領域１０１１には、
図２に示す構成の画像暗号化処理用のプログラム１０６０が格納される。これに対し、パ
ーソナルコンピュータ２０００のプログラム用メモリ領域２０１１には、図３に示す構成
の画像復号処理用のプログラム２０６０が格納される。このプログラム２０６０は、ＣＰ
Ｕ１００１により実行されることにより、パーソナルコンピュータ２０００を、入力手段
５１、暗号化位置検知手段５２、画素値変換手段５３、情報抽出手段５４、公開鍵取得手
段５５、鍵復号化手段５６、画像変換手段５７及び出力手段５８を備える画像復号装置と
して機能させる。但し、公開鍵取得手段５５の機能は必須ではなく、前記暗号鍵関連情報
が、暗号化画像の生成側の公開鍵と暗号化画像の復号側の秘密鍵を用いて生成される場合
にのみ必要となる。この場合、公開鍵取得手段５５は、該秘密鍵と対になる公開鍵を取得
する。
【０１１１】
　また、メモリ装置１０１０のデータ用メモリ領域１０１２は、第１の外部入力装置１１
００、または、ネットワークインターフェース１００６を介して入力した暗号化データ（
暗号化画像）２６００（図１０の画像暗号化装置（パーソナルコンピュータ１０００）に
よって生成された暗号化画像）を保存する。また、データ記憶装置１０２０は、前記画像
暗号化データ２６００を生成する際に、暗号鍵を暗号化するために用いられた公開鍵１５
００と対になる秘密鍵２５００を保存する。
【０１１２】
　＜画像復号処理の手順＞
　図１８は、図１７の画像復号装置として機能するパーソナルコンピュータ２０００の処
理手順を示すフローチャートである。このフローチャートに示す処理は、パーソナルコン
ピュータ２０００のＣＰＵ１００１が、プログラム用メモリ領域１０１１上のプログラム
２０６０を実行することにより行なわれる。以後のフローチャートの説明では、図１６に
示す暗号化データ１７００を復号する例を取り上げる。
【０１１３】
　まず、受信者（図１０のパーソナルコンピュータ１０００（画像暗号化装置）で生成さ
れた暗号化データの受信者）の秘密鍵を、データ記憶装置１０２０に準備する（Ｓ２１０
１）。
【０１１４】
　この処理により、データ記憶装置１０２０に秘密鍵２５００が保存される。
　第１の外部入力装置１１００またはネットワークインターフェース１００６から、図１
０のパーソナルコンピュータ１０００（画像暗号化装置）で生成された暗号化データを取
得し、データ用メモリ領域１０１２に保存する（Ｓ２１０２）。
【０１１５】
　この処理により、図１６に示す暗号化画像１７３０が、印刷物または電子データの形態
（ここでは、暗号化データと呼ぶことにする）で取得され、データ用メモリ領域１０１２
に保存される。
【０１１６】
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　プログラム用メモリ領域１０１１上の入力手段５１を実行し、データ用メモリ領域１０
１２上の前記暗号化データを、ビットマップ形式などの画像（画像データ）に変換する（
Ｓ２１０３）。この変換により得られた画像を、暗号化画像と呼ぶことにする。この暗号
化画像は、図１０の画像暗号化装置によって最終的に生成された暗号化画像（図１６に示
す暗号化画像１７３０と同等の画像）である。
【０１１７】
　プログラム用メモリ領域１０１１上の暗号化位置検知手段５２を実行し、前記暗号化画
像の暗号化領域の位置情報を検知し、それをデータ用メモリ領域１０１２に保存する（Ｓ
２１０４）。
【０１１８】
　プログラム用メモリ領域１０１１上の画素値変換手段５３を実行し、データ用メモリ領
域１０１２上の上記暗号化領域の位置情報を参照しながら、データ用メモリ領域１０１２
上の前記暗号化画像の暗号化領域の画像（画素値変換画像）を情報埋め込み画像に変換す
る（Ｓ２１０５）。
【０１１９】
　この処理により、図１６に示す暗号化画像１７３０の暗号化領域１７０１の画像が、図
１６に示す状態（画素値変換画像１７３１）から図１５に示す状態（情報埋め込み画像１
７２１）に変換される。
【０１２０】
　プログラム用メモリ領域１０１１上の情報抽出手段５４を実行し、データ用メモリ領域
１０１２上の前記暗号化領域の位置情報を参照しながら、前記情報埋め込み画像から暗号
鍵関連情報（暗号化された暗号鍵）を抽出し、それをデータ用メモリ領域１０１２に記憶
する（Ｓ２１０６）。
【０１２１】
　この処理により、図１５に示す暗号化領域の画像（情報埋め込み画像１７２１）から、
暗号鍵関連情報として、“１０１１０１０”が取り出される。また、この暗号鍵関連情報
の抽出により、暗号化領域１７０１の画像が、図１５に示す状態（情報埋め込み画像１７
２１）から図１４に示す状態（画像変換画像１７１１）に変換される。
【０１２２】
　前記暗号鍵関連情報（暗号化された暗号鍵）の復号に公開鍵が別途必要であれば、プロ
グラム用メモリ領域１０１１上の公開鍵取得手段５５を実行し、ネットワークインターフ
ェース１００６を介して、公開鍵管理サーバ１９０から前記秘密鍵２５００と対になる公
開鍵を取得する（Ｓ２１０７）。
【０１２３】
　プログラム用メモリ領域１０１１上の鍵復号化手段５６を実行し、データ用メモリ領域
１０１２に保存された暗号鍵関連情報（暗号化された暗号鍵）を、データ記憶装置１０２
０に準備した受信者の秘密鍵２５００を用いて、暗号鍵に復号する。そして、その暗号鍵
をデータ用メモリ領域１０１２に保存する（Ｓ２１０８）。このステップＳ２１０８の暗
号鍵の復号処理において、前記暗号鍵関連情報が、秘密鍵２５００と前記公開鍵管理サー
バ９０から取得した公開鍵とで暗号化された暗号鍵であれば、その復号には、秘密鍵２５
００と該公開鍵を用いる。
【０１２４】
　この処理により、暗号鍵関連情報（＝“１０１１０１０”）から暗号鍵（＝“１１１１
１１１”）が復号される。
　プログラム用メモリ領域１０１１上の画像変換手段５７を実行し、データ用メモリ領域
１０１２上の暗号鍵を用いて、データ用メモリ領域１０１２上の暗号化領域の画像を原画
像に変換する（Ｓ２１０９）。
【０１２５】
　この処理により、暗号化領域１７０１の画像が、図１４に示す状態（画像変換画像１７
１１）から図１３に示す状態（原画像）に変換される。これにより、本装置の入力手段５



(23) JP 5018880 B2 2012.9.5

10

20

１により入力された暗号化画像１７３０の暗号化領域１７０１の暗号化画像１７３１が、
最終的に、「暗号」という文字画像に復号され、その文字画像を含む「暗号化画像」とい
う用語を表現する原画像１７００が復元される。
【０１２６】
　データ用メモリ領域１０１２上の前記原画像（原画像のデータ）を、データ記憶装置１
０２０に保存する（Ｓ２１１０）。
　データ記憶装置１０２０上の原画像を、第２の外部出力インターフェース１００８を介
して、第２の外部出力装置１４００（例えば、ディスプレイ）に出力（表示）する（Ｓ２
１１１）。
【０１２７】
　本発明は、上述した実施形態に限定されるものではなく、本発明の趣旨を逸脱しない範
囲内で種々に変形して実施することができる。例えば、パーソナルコンピュータ以外でも
、コピー機（複合機も含む）やFAX、プリンタ、スキャナ、オーバーヘッドリーダ、携帯
電話、携帯端末、ディジタルカメラ、TVなどに本発明の機能が組み込まれてもよい。
【産業上の利用可能性】
【０１２８】
　本発明は、紙媒体や記憶媒体、さらには、電子データなど各種メディアを利用して、個
人情報など秘匿性が求められる重要な情報を、官公庁、企業、一般ユーザなど多くの利用
者が、安全かつ安価なコストでやりとりすることができる。したがって、官公庁、企業、
及び一般ユーザ間で、秘匿性を要求される重要情報をやりとりする際に、非常に便利であ
る。

【図１】 【図２】
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