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あらまし 本論文では，JPEG2000 または Motion JPEG2000 により符号化された画像の暗号化方式を提案
する．提案法は，JPEG2000 の機能の一つであるレイヤ構造を利用して，JPEG2000 符号列の一部を選択的に
暗号化するものである．この暗号化処理では，暗号化に要する演算を効果的に低減することが可能となる．ま
た，JPEG2000 のデータ構造が保持されるため，暗号化された符号列は，スケーラビリティや誤り耐性機能等の
JPEG2000 符号が本来もつ多様な機能を引き継ぐことができる．実際の画像を用いたシミュレーションにより，
提案法の有効性を確認する．
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1. ま え が き

画像データの暗号化は，符号化されていない画像情
報に直接適用する場合と，符号化画像に適用する場合

コンピュータの高性能化，ネットワークの広帯域化

の 2 種類が考えられる．本論文が対象とするのは後者

に伴い，ディジタル画像・映像コンテンツの流通が増

である．ディジタル画像・映像コンテンツの流通にお

加してきている．しかし，ディジタルデータは品質の

いて扱われる画像情報は，一般に符号化画像であるた

劣化なくコピーできるため，その著作権保護が問題

めである．更に，符号化画像の暗号化は，符号化され

であり，ディジタルコンテンツ流通の発展において重

た画像を単純なデータとみなして暗号化する方式と，

要な課題となっている [1]．また，画像の用途によって

画像符号化方式を考慮しつつ暗号化を適用する方式に

は，その内容や所有者に関するプライバシー保護も問

大別できる．従来研究の多くは，前者に属し，暗号化

題となる．これらの問題を改善するための手法として，

方式と画像符号化方式の研究は独立に行われてきた．

一般に次の 3 種類の方式が存在する．すなわち，(a)

一方，本論文で提案する方式は，後者に属し，暗号化

電子透かし [2], [3]，(b) 情報半開示 [4]〜[6]，(c) 画像

方式と画像符号化方式を同時に考慮する．これは，画

データの暗号化 [7], [8] である．

像符号化方式のもつ様々な機能を暗号化後も保持し，

これらのうち，画像データの暗号化は，画像情報の
保護のための方式として最も堅牢であり，高度な機密

かつ効率的な暗号化を行うために，この考慮が不可欠
であると考えるからである．

性の保持やプライバシー保護を行うことができる．ま

提案法では，以下の三つの特徴が同時に考慮されて

た，必要な保護の程度に応じて，ほかの方式と組み合

いる．(a) 汎用 JPEG2000 エンコーダ及びデコーダが

わせて利用することもできる．本論文では，この画

使用可能で，その前後で暗号化・復号処理が実行でき

像データの暗号化を取り扱い，JPEG2000 と Motion

ること．(b) 符号化画像としての形式を保持すること．
(c) 処理に必要な演算量が小さいこと．

JPEG2000 に基づく，新しい画像データの暗号化手法

すなわち，(a) の特徴は，提案法のための専用エン

を提案する．
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化に貢献し，特に動画像への適用において有用となる．

JPEG2000 では，レイヤという階層的符号構造をも
つことができる．JPEG2000 符号列は，画質への貢献
の大きい成分ほど上位のレイヤに含まれ，上位から下
位まで順次画質を改善するよう構成される．提案法は，
このレイヤ構造を利用し，JPEG2000 符号列の上位
図 1 JPEG2000 エンコーダ
Fig. 1 JPEG2000 encoder.

レイヤを選択的に暗号化する．このとき，JPEG2000
符号のデータ構造は保持され，下位レイヤの符号列
はそのまま保存される．このような方式では，符号
列の一部のみ選択的に暗号化するため，暗号化に要
する演算量は小さい．一方で，暗号化後の符号列は，

JPEG2000 符号が本来もつ様々な機能を引き継ぐこと
になる．また，JPEG2000 符号化方式では下位レイヤ
を復号するために上位レイヤの復号結果が必要となる
ことから，提案法は，符号化画像を単純なデータとみ
なして暗号化した場合と同等に画像情報の保護を行う
ことができる．
以上，本論文の新規性について，次のように考えて
(a) サブバンド分解

いる．まず第 1 に，符号列のデータ構造を保持した形
式で暗号化することが画像の流通において重要である
ことを指摘したことである．第 2 点は，この特徴をも
ちかつ処理負担の少ない暗号化方式を，JPEG2000 符
号化画像に対して具体的に提案したことにある．

2. JPEG2000 符号化 [9]〜[11]
まず準備として，本論文が対象とする JPEG2000
Part1 符号化方式について簡単に説明する．更に，提
案法が利用するレイヤ構造とその特徴について述べる．

2. 1 符号化の概要

(b) コードブロック分割

JPEG2000 Part1 の符号化処理の構成を図 1 に示
す．まず，入力画像がウェーブレット変換によりサブバ
ンド分解される．次にサブバンドのウェーブレット係
数列は，必要に応じて量子化処理（オプション）され，

EBCOT（Embedded Block Coding with Optimized
Truncation）アルゴリズム [12] により符号化される．
EBCOT アルゴリズムは，各サブバンドを一定サイズ

図 2 ウェーブレット係数（サブバンド分解レベルが 2，
コードブロックが 64 × 64 の場合）
Fig. 2 Sub-bands and code-blocks (where decomposition level was 2 and code-block size was
64 × 64).

列となる．

のコードブロックに分割する．そしてコードブロック

サブバンド分解及びコードブロック分割の例を，そ

はそれぞれ独立にビットプレーンに基づく係数ビット

れぞれ図 2 (a)，(b) に示す．すべてのレベルとすべて

モデリングが実行され，更に算術符号化される．コー

の帯域を，一定のサイズで分割するように，コードブ

ドブロックごとに生成された算術符号は，それぞれの

ロックは構成される．JPEG2000 では，64 × 64 の分

一部を廃棄することにより，全体として目的のビット

割サイズをデフォルトとしている．

レートに調整される．また，必要に応じてレイヤとい

このような JPEG2000 Part1 符号化方式は静止画

う単位にグループ分けされる．この後，更にヘッダ情

を対象としたものであるが，各フレームに対してこ

報などを付加したものが，最終的な JPEG2000 符号

の方式を適用した，動画像符号化のための Motion
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JPEG2000（JPEG2000 Part3）[13], [14] が規格化さ

トの符号列を得るものである．もし上位レイヤが廃棄

れている．

されると，下位レイヤの情報が常に上位レイヤの情報

2. 2 レイヤ構造とその特徴

に従属して生成されているため，それ以降の下位レイ

レイヤとは，複数の画質で順次再生できるように，

ヤの正常な復号ができなくなることに注意する必要が

算術符号を明示的にグループ分けしたものである．
図 3 にこのレイヤ構造が形成された JPEG2000 符

ある．
図 4 に，0.1（bits/pixel）ごと 10 層のレイヤをも

号列の例を示す．符号列は，最上位から最下位までの

つ 1.0（bits/pixel）の符号列から，0.5（bits/pixel）

いくつかのレイヤと，各レイヤの位置，長さを記録し

の符号列を生成する例を示す．この例では，10 層あ

たヘッダ部からなる．そして，各レイヤは，各コード

るレイヤのうち，下位レイヤ 5 層を廃棄し，上位レ

ブロックの算術符号の一部と，その位置と長さを記録

イヤ 5 層を保存することにより，半分のビットレート

したヘッダ部から構成される．このとき，画質への寄

の符号列を生成している．これにより生成された 0.5

与が高い情報ほど，上位のレイヤに含まれるようなる．

（bits/pixel）の符号列は，JPEG2000 エンコーダによ

すなわち，一般に各コードブロックにおいて上位ビッ

り最初から 0.5（bits/pixel）をターゲットレートとし

トの情報ほど，上位レイヤに含まれるよう構成される．

て符号化された場合の符号列とほぼ同一（ヘッダ部を

このレイヤ構造により，デコーダでは，上位のレイ

除く）となる．

ヤから順番に復号し，複数の画質で順次再生すること

3. 提 案

ができる．

法

また，レイヤ構造が形成された JPEG2000 符号列

ここでは，まず，提案法の概要について述べる．更

は，階層的に様々なレートで復号処理を行うことがで

に，JPEG2000 符号化画像の暗号化及び復号方式を具

きる．これは，符号列のうち下位レイヤを廃棄するこ

体的に説明する．

とにより実行され，もとの符号列より低いビットレー

3. 1 提案法の概要
提案法では，図 3 に示されるようなレイヤによりグ
ループ分けされた JPEG2000 符号列から，最上位レ
イヤを選択し，その算術符号を暗号化する．一方，暗
号化する最上位レイヤに続く下位レイヤの算術符号は
暗号化しない．しかし，算術符号の性質上，上位区間
を暗号化すると，その区間を復号しない限り，それ以
降の非暗号化区間も復号できなくなる．提案法では，
この最上位レイヤの暗号化によってすべての算術符号
の復号が不可能となる性質に注目し，それを利用して
いる．

図 3 JPEG2000 符号列
Fig. 3 Structure of a JPEG2000 bit stream.

このような最上位レイヤの暗号化には，最上位のみ
を暗号化する場合と，最上位を含むいくつかのレイヤ
を暗号化する場合の 2 通りが考えられる．以降では議
論を簡単にするために，最上位レイヤのみを暗号化す
る場合について説明する．
図 5 は，JPEG2000 符号化での暗号化処理と復号
処理の流れを説明したものである．同図に示すように，
提案法における暗号化処理と復号処理は，JPEG2000
のエンコーダ，デコーダと独立に行われる．
まず，入力画像は JPEG2000 エンコーダにより符
号化され，JPEG2000 符号列が生成される．そして，

Fig. 4

図 4 レイヤを用いたレート制御例
An example of rate control using layer function.

提案法により暗号化処理を施される．暗号化処理を施
された符号列は，復号鍵を用い復号処理を行った後に，
1093

電子情報通信学会論文誌 2002/10 Vol. J85–A No. 10

Fig. 5

図 5 JPEG2000 符号と暗号化処理
Encryption of a JPEG2000 bit-stream.

JPEG2000 デコーダによって正常に復元された画像を
再生する．
このとき，JPEG2000 符号のデータ構造及び長さ
に影響を与えないような暗号化処理を行えば，暗号化
にあたって，復号鍵以外のデータ量は増加しない．ま
た，暗号化された符号列は，JPEG2000 符号のデータ

図 6 最上位レイヤ（網掛け部分）の暗号化
Fig. 6 Encryption of the most significant layer
(shaded parts).

構造を保持することができ，そのまま JPEG2000 デ
コーダでデコードすることができる．このとき，非開

開する．

示画像が出力として得られる．更に JPEG2000 符号

3. 3 復 号 処 理

のデータ構造の保持は，JPEG2000 のもつ多様な機能

暗号化の解除は，図 5 のように，暗号化された算

を引き継ぐことを可能にする．

術符号を復号することにより行う．まず，JPEG2000

以下では，これらのことを詳細に説明する．

符号化列のヘッダ部から最上位レイヤの算術符号の

3. 2 暗号化処理

位置と長さの情報を抽出する．次に，復号鍵を用い

図 6 は ，0 か ら L ま で の レ イ ヤ 構 造 を も つ
JPEG2000 符号列を例示している．各レイヤの位置と

暗号化されている算術符号を復号する．これにより，

長さの情報がヘッダ部に記録されている．このような，

に復元する．

JPEG2000 符号列に対して，まず，最上位であるレイ
ヤ 0（図 6 の網線部）の算術符号の位置と長さの情報

コードすることは可能であり，その場合は非開示画像

を，ヘッダ部から読み取る．

が生成される．

JPEG2000 符号列は暗号化処理を行う前の状態に完全
また，先に述べたように復号を行わなくても，デ

次に，得られた位置と長さの情報を用い最上位レイ

以上では，最上位レイヤのみを暗号化する場合につ

ヤの算術符号の暗号化を行う．このとき，下位レイヤ

いて議論したが，最上位を含むいくつかのレイヤを暗

1 から L はそのまま状態に保存される．

号化する場合も，同様の暗号化処理及び復号処理が実

このとき，算術符号の暗号化に，入力データのサイ

行可能である．ただし，最上位以外のどのレイヤを暗

ズと出力される暗号データのサイズが同一となる暗号

号化したかを示すパラメータを，暗号化処理において

アルゴリズムを用いれば，暗号化の前後で算術符号の

生成し，復号時に利用する必要がある．

データ量が変化しない．JPEG2000 符号列のヘッダ部

3. 4 マーカコードの取り扱い

に各コードブロック，レイヤの算術符号の長さが記録

提案法により暗号化処理を行う際には，偽のマーカ

されていることから，符号列の長さが変わらなければ，

コードが生成される可能性があることに注意する必要

復号の同期が保証される．したがって，暗号化された

がある．マーカコードは，JPEG2000 おいて特別な

符号列は，JPEG2000 デコーダに入力し非開示画像と

意味を保つ符号であり（例えば符号の終端を意味する

して再生することが可能となる．

0xFFD9），暗号化により偽のマーカコードが生成さ

一方，暗号化された符号列を非開示画像として再生
する必要がないとき，用いる暗号アルゴリズムにこの

れると，非開示画像の正常な再生が妨げられることが
ある．

ような制約は必要ない．以下では，簡単のため，入力

提案法は，JPEG2000 符号列のうち一部を選択的

データのサイズと出力される暗号データのサイズが同

に暗号化するため，このような偽のマーカコードの出

一の暗号アルゴリズムを用いた場合について議論を展

現する確率は極めて低い．しかし，暗号化の後，偽の
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マーカコードが発生しないことを確認する必要がある．

びその復号に必要な演算処理量が小さい．JPEG2000

そして，もしマーカコードの発生がある場合，それを

のエンコード時に，最上位レイヤに含まれる算術符号

回避する必要がある．回避の方法は，次のようなもの

を少なくするよう設定すれば，暗号化される算術符号

が考えられる．

の量を非常に小さくすることも可能である．

(a) 符号列のレイヤ構造を変更し，マーカコードの
発生しないよう最上位レイヤの区間を設定する

(b) 最上位レイヤの中で，暗号化を行う区間を選択
する

このような特徴は，暗号化システムの低コスト化や
高速化に貢献すると考えられる．

4. 5 スケーラビリティ・誤り耐性機能の維持
前述のように，提案法は JPEG2000 符号のデータ

(c) 暗号鍵を変更する

構造を保持する．この特性により，JPEG2000 のもつ

ただし，(b) の方法では，暗号化処理を行う際に，暗

スケーラビリティ機能が維持される．その結果，暗号

号化区間の選択情報をパラメータとして保存し，復号

化された符号列から直接，下位レイヤを廃棄すること

処理において利用する必要がある．

によって，より低いビットレートの符号列を生成する

4. 提案法の特徴

ことが可能である．これは，提案法の暗号化が，下位

ここでは，提案法のもつ特徴を要約する．

図 7 に ，等 分 割 な 10 層 の レ イ ヤ 構 造 を も つ
JPEG2000 符号列を提案法により暗号化し（図中レイ
ヤ 0 を暗号化），より低いビットレートの暗号化された

4. 1 汎用のエンコーダ，デコーダが利用可能
図 5 に示したように，提案法の暗号化及び復号処理

レイヤ廃棄の影響を受けないためである．

で実行される．これは，JPEG2000 のヘッダ情報から

JPEG2000 符号列を生成する例を示す．図 7 (a) は，
0.1（bits/pixel）ごと 10 層のレイヤをもち，その最

最上位レイヤの位置と長さの情報が抽出でき，その情

上位レイヤが暗号化された符号列を示している．この

報に基づいて算術符号の暗号化を施すからである．そ

符号列から，下位レイヤを廃棄することにより，より

の結果，提案法では暗号化処理を前提としない汎用エ

低いビットレートの符号列の図 7 (b)，(c) を生成して

ンコーダ，デコーダを利用することができる．この特

いる．このような処理は，符号中の暗号化部分（図の

徴は，提案法の普及において重要であると考えている．

網掛け部分）と無関係に行われる．図 7 (a)，(b)，(c)

は，JPEG2000 のエンコーダとデコーダの処理の前後

4. 2 レート制御に影響を与えない
3.2 で述べたように，入力と出力のデータ量が同じ
となる暗号アルゴリズムを用いる限り，この暗号化処

の符号列は，それぞれビットレートは異なるものの，
同じ復号鍵を使用し，最上位レイヤの暗号化を解除す
ることができる．

理によって JPEG2000 符号のデータ構造，長さが変

このような特徴によって，暗号化された符号化画像

化することはない．またデコード後の再生画像の画質

を一つの用意するだけで，再エンコード，再暗号化を

も変化しない．この特徴は，メディアの伝送速度や容

行うことなく，要求画質の違う複数の受け手に，様々

量に厳しい制約がある応用において有用であると考え

なビットレートの符号化画像を配信することができる．

られる．

また，プログレッシブ伝送に対応することができ，受

4. 3 JPEG2000 符号のデータ構造の保持

信者は符号全体の到着を待つことなく，最上位レイヤ

提案法の暗号化処理は，JPEG2000 符号のデータ構

を受け取った時点で復号を行って，画像を再生するこ

造や長さに影響を与えない．したがって，暗号化され

とができる．詳細は割愛するが，スケーラビリティ機

た JPEG2000 符号列は復号の同期が保持され，その

能と同様に，更に JPEG2000 のもつ誤り耐性機能の

まま JPEG2000 デコーダで破綻なく再生することが

保持に対しても提案する暗号化法は有用となる．

できる．このとき，再生画像として非開示画像を得る．
この特徴は，4.5 で説明するスケーラビリティ機能に

4. 6 Motion JPEG2000 での応用

図 5 に示すように，提案法は，JPEG2000 符号列の

4.4 で述べたように，提案法により暗号化された
JPEG2000 符号列は，そのまま JPEG2000 デコーダ
で非開示画像として再生できる．この特徴により，Motion JPEG2000 符号化画像の一部のフレームを選択

算術符号の一部のみを暗号化する．したがって，符号

的に暗号化することが可能である．これは，動画像中

列全部を暗号化の対象とする場合に比べて，暗号化及

に，暗号化されたフレームが存在しても非開示画像と

おいても重要となる．

4. 4 演算処理量の低減
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図 7 暗号化された符号列のスケーラビリティ（図の網掛け部分を暗号化）
Fig. 7 Scalability of an encrypted bit-stream. (Shaded parts are encrypted.)

して再生でき，動画像全体のデコードが破綻せずに行
えるためである．これにより，後述のシミュレーショ
ンで示すような，例えばフレームを飛び飛びに暗号化
する処理も可能となる．このような処理は，リアルタ
イム性の制約が強くかつデータ量の膨大な動画像の暗
号化において，演算量削減の観点からも有効であると
考えている．

5. シミュレーション
提案法の効果を確認するため，実際の画像に提案法

図8 原 画 像
Fig. 8 The original image.

を適用した結果を示す．シミュレーションには，図 8
に示す Lena の画像（512 × 512 画素，8 ビットグレー
スケール）を用いた．JPEG2000 符号化アルゴリズ
ムとしては，JPEG2000 Verification Model 7.0 [15]
を用い，Daubechies 9-7 フィルタによる 5 レベル分
解，圧縮率 1（bits/pixel）の符号化を行った．暗号化
には，Blowfish アルゴリズム [16] を使用した．暗号化
は，3.4 で述べたように偽マーカコードの発生を確認
しつつ実行したが，実際に偽マーカコードが発生する
ことはなかった．
（ 1 ） 暗号化された符号列の非開示画像としての
再生

(a) レイヤ 0 のみ

(b) 全レイヤ

図 9 非開示画像
Fig. 9 Concealed images.

提案法の暗号化処理を施された JPEG2000 符号列
を，そのままデコーダで再生した例を図 9 (a) に示す．

また，暗号化処理が符号列の一部のみを暗号化するに

これは，図 7 (a) のように 0.1（bits/pixel）ごと 10 層

もかかわらず，全部を暗号化した場合と同様の，非開

のレイヤをもち，そのうち最上位のレイヤ 0 を暗号化

示画像が再生されることが確認される．

したものである．これに対して，図 9 (b) は，10 層の

（ 2 ） スケーラビリティ機能の利用

レイヤすべてを暗号化した場合である．
提案法では，復号鍵による復号なしでも，符号列を
非開示画像として再生することができることがわかる．
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図 9 (a) の場合と同様な暗号化を行い，それを復号
した上でデコーダで再生した画像を図 10 に示す．こ
の画像は，同じ条件による JPEG2000 符号化を行い，
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Frame 1

Frame 2

Frame 3

Frame 4

1.0 (bits/pixel), PSNR: 40.38 (dB)

Fig. 10

図 10 復 元 画 像
A reconstructed image.

(a) 0.5 (bits/pixel)
PSNR: 37.30 (dB)

Fig. 11

(b) 0.3 (bits/pixel)
34.87 (dB)

図 11 低ビットレートの復元画像
Reconstructed images have lower bit-rate.

Frame 5

図 12 1 フレームおき飛び飛びに暗号化された動画像の例
Fig. 12 An example of image sequence encrypted
every other frame.

暗号化を行わなかったときに得られる画像と同一で
ある．

のまま JPEG2000 デコーダで非開示画像として再生

一方で，提案法の暗号化処理を施された JPEG2000

可能であるためである．すなわち Motion JPEG2000

符号列に対し，下位レイヤ廃棄によるレート制御を適用

動画像の連続するフレーム中に，暗号化された符号列

した例を図 11 に示す．これは，図 9 (a) の場合と同様

が存在したとしても，デコーダでは動画像として破綻

に暗号化された符号列（図 7 (a) 参照）から，図 7 (b)，

なく再生することできるのである．

(c) に示されるようなレート制御を施された上で，復
号された画像である．図 11 (a)，(b) はそれぞれ，0.5

に適用した例を添付データに示す．ただし，添付可能

（bits/pixel），0.3（bits/pixel）となっている．このと

なデータ形式の制約により，添付データは，いずれも

き，図 11 (a)，(b) は，最初から 0.5（bits/pixel），0.3

MPEG 形式に変換したものとなっている．
添付データ 1 mobile.mpg は原画像であり，40 フ
レームで構成される．これに対して，添付データ 2

（bits/pixel）をターゲットレートとして JPEG2000
エンコーダで生成され，暗号化を行わなかったときの

このようなフレームごとの暗号化を，実際の動画像

暗号化されたフレームが非開示画像として再生される

alt.mpg は，1 枚ごと交互に，原画像 40 フレームのう
ち 20 フレームを暗号化したものである．また，添付
データ 3 partial.mpg は，原画像 40 フレームの 11 フ
レーム目から 20 フレーム目を連続して暗号化したも
のである．これらの結果から，提案法は MotionJPEG

ことがわかる．このようなことが可能であるのは，提

2000 動画像符号化において，時間方向の情報半開示

案法の暗号化処理が施された JPEG2000 符号列が，そ

を実現できることが確認される．

画像と同一である．
（ 3 ） 動画像への応用
図 12 は，フレームが 1 枚ごと交互に提案法により
暗号化された Motion JPEG2000 動画像の例である．
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保存場所
データ種類
データ形式
説明

添付データ 1
mobile.mpg
~/DATA/
動画像
MPEG1
原画像（40 フレーム）

ファイル名
保存場所
データ種類
データ形式
説明

添付データ 2
alt.mpg
~/DATA/
動画像
MPEG1
1 枚ごと交互に暗号化した例

ファイル名
保存場所
データ種類
データ形式
説明

添付データ 3
partial.mpg
~/DATA/
動画像
MPEG1
途中のフレームを連続して暗号化した例
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