JP 3961539 B2 2007.8.22

(57)【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【請求項１】
送信側装置から受信側装置に対して配信画像を送信する画像配信システムであって、
前記送信側装置は、
前記配信画像に含まれる複数の分割画像のそれぞれに対応する構成情報と要素情報とを
格納する送信情報格納手段と、
前記送信情報格納手段に格納された前記構成情報を読み出して第１の通信手段を用いて
送信する第１の送信処理手段と、
前記送信情報格納手段に格納された前記要素情報を読み出して前記第１の通信手段とは
異なる第２の通信手段を用いて送信する第２の送信処理手段とを備え、
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前記受信側装置は、
前記第１の通信手段を用いて前記構成情報を受信する第１の受信処理手段と、
前記第２の通信手段を用いて前記要素情報を受信する第２の受信処理手段と、
前記第１および第２の受信処理手段によって受信された前記構成情報と前記要素情報と
に基づいて、前記複数の分割画像によって構成される前記配信画像を復元する画像復元手
段とを備えることを特徴とする画像配信システム。
【請求項２】
請求項１において、
前記構成情報は、前記配信画像における前記複数の分割画像のそれぞれの配置情報を含
んでいることを特徴とする画像配信システム。
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【請求項３】
請求項１において、
前記要素情報は、前記複数の分割画像のそれぞれを復元可能な符号化情報を含んでおり
、
前記符号化情報は、前記分割画像に含まれる輪郭形状、濃度変化、色変化などの特徴量
を一あるいは複数の関数で近似した際の関数の内容を特定する近似関数情報であることを
特徴とする画像配信システム。
【請求項４】
請求項１において、
前記構成情報に前記分割画像の大きさを示すスケール情報を含ませることを特徴とする
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画像配信システム。
【請求項５】
請求項１〜４のいずれかにおいて、
前記第１の通信手段と前記第２の通信手段は、インターネット上の異なるサーバを介し
た通信によって行われることを特徴とする画像配信システム。
【請求項６】
請求項５において、
前記第１の通信手段は、メールサーバを介した通信によって行われ、
前記第２の通信手段は、ＦＴＰサーバあるいはＷＷＷサーバを介した通信によって行わ
れることを特徴とする画像配信システム。
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【請求項７】
請求項１〜６のいずれかにおいて、
前記構成情報は、第１の暗号キーに対応する暗号化がなされており、
前記第１の受信処理手段は、前記第１の暗号キーに基づいて前記構成情報を解読するこ
とを特徴とする画像配信システム。
【請求項８】
請求項１〜７のいずれかにおいて、
前記要素情報は、第２の暗号キーに対応する暗号化がなされており、
前記構成情報には、前記第２の暗号キーが付加されており、
前記第２の受信処理手段は、前記第２の暗号キーに基づいて前記要素情報を解読するこ
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とを特徴とする画像配信システム。
【請求項９】
請求項１〜８のいずれかにおいて、
前記送信側装置は、
前記配信画像を格納する配信画像格納手段と、
前記配信画像格納手段から前記配信画像を読み出し、前記構成情報と前記要素情報を作
成して前記送信情報格納手段に格納する送信情報生成手段と、
をさらに備えることを特徴とする画像配信システム。
【請求項１０】
請求項３または４において、
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前記送信側装置は、前記配信画像を格納する配信画像格納手段と、前記配信画像格納手
段から前記配信画像を読み出し、前記構成情報と前記要素情報を作成して前記送信情報格
納手段に格納する送信情報生成手段とをさらに備え、
前記送信情報生成手段は、
前記配信画像に基づいて前記複数の分割画像を抽出する分割画像抽出手段と、
前記分割画像抽出手段によって抽出された前記複数の分割画像のそれぞれに含まれる輪
郭形状、濃度変化、色変化などの特徴量を抽出する特徴量抽出手段と、
前記特徴量抽出手段によって抽出された前記特徴量を一あるいは複数の関数で近似する
関数近似手段と、
を有することを特徴とする画像配信システム。
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【請求項１１】
送信側装置から受信側装置に対して配信画像を送信する画像配信方法であって、
前記送信側装置から前記受信側装置に向けて、前記配信画像に含まれる複数の分割画像
のそれぞれに対応する構成情報を第１の通信手段を用いて送信する第１のステップと、
前記送信側装置から前記受信側装置に向けて、前記複数の分割画像のそれぞれ毎の要素
情報を、前記第１の通信手段とは異なる第２の通信手段を用いて送信する第２のステップ
と、
前記受信側装置において、受信した前記構成情報と前記要素情報とに基づいて、前記複
数の分割画像によって構成される前記配信画像を復元する第３のステップと、
を有することを特徴とする画像配信方法。
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【請求項１２】
請求項１１において、
前記構成情報は、前記配信画像における前記複数の分割画像のそれぞれの配置情報を含
んでおり、
前記要素情報は、前記複数の分割画像のそれぞれを復元可能な符号化情報を含んでおり
、
前記符号化情報は、前記分割画像に含まれる輪郭形状、濃度変化、色変化などの特徴量
を一あるいは複数の関数で近似した際の関数の内容を特定する近似関数情報であることを
特徴とする画像配信方法。
【請求項１３】
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請求項１２において、
前記構成情報に前記分割画像の大きさを示すスケール情報を含ませることを特徴とする
画像配信方法。
【請求項１４】
請求項１１〜１３のいずれかにおいて、
前記第１の通信手段は、インターネット上のメールサーバを介した通信によって行われ
、
前記第２の通信手段は、インターネット上のＦＴＰサーバあるいはＷＷＷサーバを介し
た通信によって行われることを特徴とする画像配信方法。
【請求項１５】
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請求項１２または１３において、
前記配信画像に基づいて前記複数の分割画像を抽出する第４のステップと、
前記第４のステップにおいて抽出された前記複数の分割画像のそれぞれに含まれる輪郭
形状、濃度変化、色変化などの特徴量を抽出する第５のステップと、
前記第５のステップにおいて抽出された前記特徴量を一あるいは複数の関数で近似する
第６のステップと、
をさらに有し、前記第４のステップにおける前記複数の分割画像の抽出結果に基づいて
前記構成情報が作成され、前記第６のステップにおける関数近似の結果に基づいて前記符
号化情報が作成されることを特徴とする画像配信方法。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
本発明は、インターネット等の通信ネットワークを介して画像を配信する画像配信シス
テムおよび方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
近年、マルチメディア技術の進展により、漫画や絵画、映像などの画像情報をインター
ネットを介して配信し、受信者がその画像情報を購入するビジネス手法が拡大しつつある
。また、企業内や企業間においては、図面や技術情報、企業情報がインターネットを介し
て送受信されている。インターネットを介して送受信されるこれらの情報は、情報を取得
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する特定の人やグループが限定されるものであるが、最近ではこれらの情報を第三者が無
断で取得する犯罪行為が増加しており、社会問題となっている。このため、第三者による
無断の情報取得を防止するために、ユーザＩＤやパスワードなどによる情報受信者の特定
化や暗号キーを用いた情報の暗号化などが行われている（例えば、特許文献１、２参照。
）。
【特許文献１】特開２００２−７３４８３号公報（第５−７頁、図１−１１）
【特許文献２】特開２００２−２８１０２２号公報（第２−５頁、図１−１６）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
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ところで、上述した特許文献１や特許文献２に開示された方式を用いて情報を送受信し
た場合であっても、この情報がインターネット上で盗まれてしまった場合に、この情報に
対応して設定されたユーザＩＤや暗号キーの解読を完全に防ぐことは難しい。このため、
ユーザＩＤ等や暗号化等を用いた従来方式に代わる、あるいはこれらの従来手法と組み合
わせて第三者による情報取得を有効に防止することができる通信手法が望まれている。
【０００４】
本発明は、このような点に鑑みて創作されたものであり、その目的は、通信ネットワー
クを介して画像情報を配信する際の第三者による不正な取得を有効に防止することができ
る画像配信システムおよび方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】

20

【０００５】
上述した課題を解決するために、本発明の画像配信システムは、送信側装置から受信側
装置に対して配信画像を送信する。送信側装置は、配信画像に含まれる複数の分割画像の
それぞれに対応する構成情報と要素情報とを格納する送信情報格納手段と、送信情報格納
手段に格納された構成情報を読み出して第１の通信手段を用いて送信する第１の送信処理
手段と、送信情報格納手段に格納された要素情報を読み出して第１の通信手段とは異なる
第２の通信手段を用いて送信する第２の送信処理手段とを備えている。受信側装置は、第
１の通信手段を用いて構成情報を受信する第１の受信処理手段と、第２の通信手段を用い
て要素情報を受信する第２の受信処理手段と、第１および第２の受信処理手段によって受
信された構成情報と要素情報とに基づいて、複数の分割画像によって構成される配信画像
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を復元する画像復元手段とを備えている。配信画像を構成情報と要素情報に分離して異な
る通信手段を介して配信しているため、一方の情報のみを不正に取得しても配信画像全体
の復元を防止することができ、第三者による配信画像全体の不正な取得を有効に防止する
ことができる。
【０００６】
また、上述した構成情報は、配信画像における複数の分割画像のそれぞれの配置情報を
含んでいることが望ましい。配信画像に含まれる複数の分割画像の配置情報と要素情報と
を分けることにより、配置だけがわかったとしても各分割画像そのものが分からなければ
配信画像全体を復元することができず、反対に配置が分からなければ各分割画像の並びが
分からないため配信画像全体の把握が困難になる。
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【０００７】
また、上述した要素情報は、複数の分割画像のそれぞれを復元可能な符号化情報を含ん
でおり、符号化情報は、分割画像に含まれる輪郭形状、濃度変化、色変化などの特徴量を
一あるいは複数の関数で近似した際の関数の内容を特定する近似関数情報であることが望
ましい。各分割画像の形状を関数化近似することにより、要素情報のデータ量を少なくす
るとともに、受信側装置において配信画像を任意の大きさ（倍率）で表示、印刷した際の
画像品質を向上させることができる。
【０００８】
また、上述した構成情報に分割画像の大きさを示すスケール情報を含ませることが望ま
しい。これにより、要素情報のみを取得しても各分割画像を正しい大きさで再現すること
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ができないため、配信画像の内容を把握することがより困難になる。
【０００９】
また、上述した第１の通信手段と第２の通信手段は、インターネット上の異なるサーバ
を介した通信によって行われることが望ましい。あるいは、上述した第１の通信手段は、
メールサーバを介した通信によって行われ、第２の通信手段は、ＦＴＰサーバあるいはＷ
ＷＷサーバを介した通信によって行われることが望ましい。このように、同じインターネ
ットを介した場合であっても異なるサーバを経由して構成情報と要素情報を配信すること
により、２つの情報が同時に漏洩する危険性をより少なくすることができる。
【００１０】
また、上述した構成情報は、第１の暗号キーに対応する暗号化がなされており、第１の
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受信処理手段は、第１の暗号キーに基づいて構成情報を解読することが望ましい。あるい
は、上述した要素情報は、第２の暗号キーに対応する暗号化がなされており、構成情報に
は、第２の暗号キーが付加されており、第２の受信処理手段は、第２の暗号キーに基づい
て要素情報を解読することが望ましい。構成情報と要素情報を異なる通信手段で配信する
ことに加えて、それぞれの情報を暗号化して送受信することにより、さらに第三者による
配信画像の不正取得を防止することができる。
【００１１】
また、上述した送信側装置は、配信画像を格納する配信画像格納手段と、配信画像格納
手段から配信画像を読み出し、構成情報と要素情報を作成して送信情報格納手段に格納す
る送信情報生成手段とをさらに備えることが望ましい。あるいは、上述した送信側装置は
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、配信画像を格納する配信画像格納手段と、配信画像格納手段から配信画像を読み出し、
構成情報と要素情報を作成して送信情報格納手段に格納する送信情報生成手段とをさらに
備え、送信情報生成手段は、配信画像に基づいて複数の分割画像を抽出する分割画像抽出
手段と、分割画像抽出手段によって抽出された複数の分割画像のそれぞれに含まれる輪郭
形状、濃度変化、色変化などの特徴量を抽出する特徴量抽出手段と、特徴量抽出手段によ
って抽出された特徴量を一あるいは複数の関数で近似する関数近似手段とを有することが
望ましい。これにより、構成情報と要素情報に分離されていない配信画像からこれら構成
情報と要素情報とを抽出して配信することが可能になり、汎用の配信画像を本発明の手法
によって簡単に配信することができる。
【００１２】
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また、本発明の画像配信方法は、送信側装置から受信側装置に向けて、配信画像に含ま
れる複数の分割画像のそれぞれに対応する構成情報を第１の通信手段を用いて送信する第
１のステップと、送信側装置から受信側装置に向けて、複数の分割画像のそれぞれ毎の要
素情報を、第１の通信手段とは異なる第２の通信手段を用いて送信する第２のステップと
、受信側装置において、受信した構成情報と要素情報とに基づいて、複数の分割画像によ
って構成される配信画像を復元する第３のステップとを有している。配信画像を構成情報
と要素情報に分離して異なる通信手段を介して配信しているため、一方の情報のみを不正
に取得しても配信画像全体の復元を防止することができ、第三者による配信画像全体の不
正な取得を有効に防止することができる。
【００１３】
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また、上述した構成情報は、配信画像における複数の分割画像のそれぞれの配置情報を
含んでおり、要素情報は、複数の分割画像のそれぞれを復元可能な符号化情報を含んでお
り、符号化情報は、分割画像に含まれる輪郭形状、濃度変化、色変化などの特徴量を一あ
るいは複数の関数で近似した際の関数の内容を特定する近似関数情報であることが望まし
い。配信画像に含まれる複数の分割画像の配置情報と要素情報とを分けることにより、配
置だけがわかったとしても各分割画像そのものが分からなければ配信画像全体を復元する
ことができず、反対に配置が分からなければ各分割画像の並びが分からないため配信画像
全体の把握が困難になる。また、各分割画像の形状を関数化近似することにより、要素情
報のデータ量を少なくするとともに、受信側装置において配信画像を任意の大きさ（倍率
）で表示、印刷した際の画像品質を向上させることができる。
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【００１４】
また、上述した構成情報に分割画像の大きさを示すスケール情報を含ませることが望ま
しい。これにより、要素情報のみを取得しても各分割画像を正しい大きさで再現すること
ができないため、配信画像の内容を把握することがより困難になる。
【００１５】
また、上述した第１の通信手段は、インターネット上のメールサーバを介した通信によ
って行われ、第２の通信手段は、インターネット上のＦＴＰサーバあるいはＷＷＷサーバ
を介した通信によって行われることが望ましい。このように、同じインターネットを介し
た場合であっても異なるサーバを経由して構成情報と要素情報を配信することにより、２
つの情報が同時に漏洩する危険性をより少なくすることができる。
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【００１６】
また、上述した配信画像に基づいて複数の分割画像を抽出する第４のステップと、第４
のステップにおいて抽出された複数の分割画像のそれぞれに含まれる輪郭形状、濃度変化
、色変化などの特徴量を抽出する第５のステップと、第５のステップにおいて抽出された
特徴量を一あるいは複数の関数で近似する第６のステップとをさらに有し、第４のステッ
プにおける複数の分割画像の抽出結果に基づいて構成情報が作成され、第６のステップに
おける関数近似の結果に基づいて符号化情報が作成されることが望ましい。これにより、
構成情報と要素情報に分離されていない配信画像からこれら構成情報と要素情報とを抽出
して配信することが可能になり、汎用の配信画像を本発明の手法によって簡単に配信する
ことができる。
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【発明を実施するための最良の形態】
【００１７】
以下、本発明を適用した一実施形態の画像配信システムについて、図面を参照しながら
詳細に説明する。
【００１８】
〔画像配信システムの全体構成〕
図１は、一実施形態の画像配信システムの全体構成を示す図である。本実施形態の画像
配信システムは、インターネット３００に接続可能な送信側装置１００と受信側装置２０
０を含んで構成されている。この画像配信システムは、送信側装置１００に蓄積されてい
る画像情報を受信側装置２００に向けて配信するためのものであり、配信画像が構成情報

30

と要素情報に分離され、それぞれの情報が異なる通信手段を用いて受信側装置２００に向
けて送信される。
【００１９】
〔送信側装置の詳細構成〕
送信側装置１００は、配信画像取込部１１０、配信画像格納部１１２、送信情報生成部
１２０、送信情報格納部１３０、構成情報送受信処理部１４０、要素情報送信処理部１５
０を含んで構成されている。配信画像取込部１１０は、配信画像として漫画画像データを
取り込む処理を行う。この漫画画像データは、２値（白黒）のビットマップデータであり
、例えば外付された光学式スキャナ１９０によって紙原稿の漫画画像を読み込んで生成し
たり、光ディスク１９２に記録されている漫画画像データを専用のディスクドライブ装置

40

（図示せず）で読み取って取り込むようにしてもよい。なお、この漫画画像データは、通
信によって取得するなどのその他の方法で取り込むようにしてもよい。取り込まれた漫画
画像データは配信画像格納部１１２に格納される。
【００２０】
送信情報生成部１２０は、配信画像格納部１１２に格納された漫画画像データを読み出
して構成情報と要素情報を作成する。このために、送信情報生成部１２０は、分割画像抽
出部１２２、特徴量抽出部１２４、関数近似部１２６を有する。分割画像抽出部１２２は
、読み出した漫画画像データに含まれる複数の分割画像を抽出する。例えば、各分割画像
を背景から区画する閉じた輪郭線を検出することにより各分割画像の抽出を行う。なお、
分割画像が必ずしも複数含まれるとは限らず、一つであってもよい。また、コマ割りされ
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た漫画画像を考えた場合には、各コマに対応する漫画画像データを分割画像抽出の対象と
してもよいし、複数コマからなる紙面１ページ分の漫画画像データを分割画像抽出の対象
としてもよい。後者の場合には、各コマの漫画画像を分割画像として取り扱うことができ
、この場合には分割画像の抽出処理が容易となる。また、閉じた輪郭線を有するひとまと
まりの漫画画像を分割画像として抽出するだけでなく、所定の面積等で区画した各領域に
含まれる漫画画像を分割画像として抽出するようにしてもよい。また、分割画像抽出部１
２２は、抽出した各分割画像の配置と大きさとを含む構成情報を作成して、送信情報格納
部１３０に格納する。
【００２１】
図２は、分割画像と構成情報との関係を示す図である。例えば、図２に示す矩形枠で囲
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まれた全体が配信画像であり、その中には背景に対して輪郭線で区画される４つの分割画
像Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄが含まれているものとする。分割画像抽出部１２２は、左上の角部から
水平方向に順番に走査して最初の分割画像Ａを検出した後、この分割画像Ａの外形部分の
輪郭線を構成する輪郭点列を抽出する。このとき、分割画像Ａの配置を示す代表座標と大
きさを示すスケールとが特定される。代表座標としては、例えば中心座標や、分割画像Ａ
が内接する矩形の一の頂点座標などが用いられる。また、スケールとしては、この内接矩
形の短辺（あるいは長辺）の画素数などが用いられる。このようにして最初に抽出された
分割画像Ａの抽出が終了すると、この分割画像Ａ全体が背景と同じ２値データを用いて塗
りつぶされた後、分割画像抽出部１２２は、走査を継続して、同様にして分割画像Ｃ、Ｂ
、Ｄを順番に抽出するとともに、それぞれの分割画像に対応する代表座標とスケールを特

20

定する。
【００２２】
図３は、分割画像抽出部１２２によって作成された構成情報の内容を示す図である。上
述したように、４つの分割画像Ａ、Ｃ、Ｂ、Ｄが順番に抽出されると、それぞれの分割画
像に対応する代表座標とスケールが特定されて構成情報が作成され、送信情報格納部１３
０に格納される。
【００２３】
特徴量抽出部１２４は、分割画像抽出部１２２によって抽出された各分割画像に含まれ
る特徴量を抽出する。本実施形態では、関数化近似処理の対象となる特徴量として、各分
割画像に含まれる輪郭形状、濃度変化、色変化などが抽出される。なお、２値のビットマ
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ップデータからなる漫画画像の場合には、濃度や色に関する情報が含まれていないため、
外形部分および内部に含まれる輪郭形状を特定する輪郭点列が特徴量として抽出される。
【００２４】
関数近似部１２６は、特徴量抽出部１２４によって抽出された各分割画像毎の特徴量に
対して関数近似処理を行う。まず最初に、一の輪郭形状に対応する輪郭点列に基づいて、
輪郭線の傾向が変化する接合点が抽出される。次に、隣接する２つの接合点で区分される
部分的な領域（区分領域）を、直線、円弧、自由曲線のいずれかの関数を用いて近似し、
この近似処理に関連する特徴情報が作成される。例えば、区分領域が直線で近似可能な場
合には近似関数として直線が用いられ、直線で近似不可能であって円弧で近似可能な場合
には近似関数として円弧が用いられる。円弧でも近似不可能な場合には近似関数として自
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由曲線が用いられる。近似関数として直線を用いた場合には、用いた関数が直線であるこ
とを示す符号と、直線で近似される区分領域の形状を示すパラメータとが、この区分領域
に対応する近似関数に関する特徴情報として作成される。同様に、近似関数として円弧を
用いた場合には、用いた関数が円弧であることを示す符号と、円弧で近似される区分領域
の形状を示すパラメータとが、この区分領域に対応する近似関数に関する特徴情報として
作成される。近似関数として自由曲線を用いた場合には、用いた関数が自由曲線であるこ
とを示す符号と、自由曲線で近似される区分領域の形状を示すパラメータとが、この区分
領域に対応する近似関数に関する特徴情報として作成される。
【００２５】
なお、着目している区分領域がどの関数で近似可能であるか否かの判定は、区分領域と
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近似関数との間の誤差（最小二乗法で求めた誤差）が所定値以下であるか否かを調べるこ
とにより行われる。また、区分領域の形状を示すパラメータは、この区分領域の形状を特
定することが可能であればよいが、例えば、特許第２６４６４７５号公報に開示されてい
るように、以下に示すものを用いるようにしてもよい。
（１）直線の場合：直線を示すフラグ、区分領域の始点の座標
（２）円弧の場合：円弧を示すフラグ、円弧の始点の座標、接合点間の中心角の係数、接
合点間に存在する輪郭点数、近似関数の係数（円弧を例えば三角関数の線形結合の式で表
現した場合の各係数）
（３）自由曲線の場合：接合点間の自由曲線を示す近似関数の次元数（≧３）、接合点間
に存在する輪郭点数、接合点間における輪郭点列の変動の中心、近似関数の係数。
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【００２６】
このようにして、各分割画像毎に、各分割画像に含まれる一あるいは複数の輪郭点列に
対応する関数近似処理が行われ、各分割画像毎に作成された要素情報が送信情報格納部１
３０に格納される。
【００２７】
図４は、各分割画像毎に作成された要素情報の内容を示す図である。各分割画像には、
一あるいは複数の輪郭線が含まれており、各輪郭線には一あるいは複数の区分領域が含ま
れている。図４において、「輪郭線」は着目している分割画像に含まれる輪郭線を特定す
るためのものであり、輪郭線の数に応じた識別番号が付されている。「区分領域」は、一
の輪郭線に含まれる区分領域を特定するためのものであり、区分領域の数に応じた識別番
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号が付されている。「関数」は各区分領域に対応する近似関数を示している。「始点座標
」は区分領域の一方の端部の座標を示している。なお、区分領域の他方の端部は、隣接す
る区分領域の一方の端部と一致するため、省略されている。「パラメータ」は近似関数の
形状を特定するために必要な特性値であり、上述した（１）〜（３）に示すような関数の
種類毎に異なる内容を有している。
【００２８】
構成情報送受信処理部１４０は、送信情報格納部１３０に格納された構成情報をインタ
ーネット３００を経由して受信側装置２００に向けて配信する処理を行う。本実施形態で
は、この構成情報の配信は電子メールによって、すなわち、インターネット３００上のメ
ールサーバ３１０に電子メールを送信することにより行われる。例えば、構成情報を内容

30

とするファイルが電子メールに添付されて送信される。また、構成情報送受信処理部１４
０は、受信側装置２００から送られてくる構成情報の送信要求を受信する処理を行う。本
実施形態では、この送信要求も電子メールを用いて行われる。例えば、構成情報送受信処
理部１４０は、定期的にメールサーバ３１０に構成情報の送信要求の電子メールの有無を
問い合わせており、届いている場合にはその内容に基づいて送信要求元となるユーザ情報
等を抽出する処理を行う。
【００２９】
要素情報送信処理部１５０は、送信情報格納部１３０に格納された要素情報をインター
ネット３００を経由して受信側装置に向けて配信する処理を行う。本実施形態では、この
要素情報の配信はインターネット３００上のＦＴＰサーバ３２０を経由して行われる。す
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なわち、要素情報送信処理部１５０は、送信要求のあった構成情報に対応する要素情報を
ＦＴＰサーバ３２０に送って蓄積する。その後、受信側装置２００からＦＴＰサーバ３２
０に対して行われるダウンロード指示にしたがってこの蓄積された要素情報が読み出され
る。
【００３０】
〔受信側装置の詳細構成〕
受信側装置２００は、構成情報送受信処理部２１０、要素情報受信処理部２２０、受信
情報格納部２３０、画像復元部２４０、操作部２５０、表示部２５２、プリンタ２５４を
含んで構成されている。構成情報送受信処理部２１０は、インターネット３００を経由し
て構成情報の送信要求を送信側装置１００に向けて送信するとともに、この送信要求に応
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じて配信される構成情報を受信する処理を行う。上述したように、構成情報の送信要求の
送信や、この送信要求に応じて配信される構成情報の受信は、インターネット３００上の
メールサーバ３１０を介した電子メールを用いて行われる。したがって、構成情報送受信
処理部２１０は、構成情報の送信要求を電子メールで送信側装置１００に向けて送信した
後に、この送信要求に対応する構成情報が含まれる電子メールが届いているか否かをメー
ルサーバ３１０に問い合わせ、届いている場合にはこの電子メールを受信し、この電子メ
ールに添付されている構成情報を抽出する。抽出された構成情報は受信情報格納部２３０
に格納される。要素情報受信処理部２２０は、インターネット３００上のＦＴＰサーバ３
２０から要素情報をダウンロードする処理を行う。ダウンロードされた要素情報は受信情
報格納部２３０に格納される。
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【００３１】
画像復元部２４０は、受信情報格納部２３０に格納された構成情報と要素情報に基づい
て配信画像（漫画画像データ）を復元する。図４に示した要素情報を用いることにより、
各区分領域の両端の位置とその間の輪郭線の形状を復元する処理を行うことができるため
、この復元処理を全ての区分領域および全ての輪郭線について行うことにより、一つの分
割画像を復元することが可能になる。同様にして、全ての分割画像が復元される。また、
各分割画像の配置や大きさが図３に示した構成情報によってわかるため、結局、図２に示
した配信画像全体を復元することができる。復元された配信画像は、表示部２５２に表示
したり、プリンタ２５４を用いて紙媒体に印刷することができる。また、操作部２５０は
、構成情報の送信要求を送る指示や、表示部２５２やプリンタ２５４を用いた配信画像の
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出力（表示、印刷）指示を行うためのものである。なお、上述した送信側装置１００や受
信側装置２００は、ＣＰＵ、ＲＯＭ、ＲＡＭ、ハードディスク装置や通信機能を有するコ
ンピュータによって実現される。例えば、受信側装置２００では、購入した専用の画像配
信ソフトウエアがあらかじめハードディスク装置にインストールされており、この画像配
信ソフトウエアを実行することにより、送信側装置１００との間の送信要求指示や構成情
報等の送受信処理が行われる。また、この画像配信ソフトウエアには、暗号化された構成
情報の解読に必要な第１の暗号キーが含まれている。
【００３２】
上述した送信情報格納部１３０が送信情報格納手段に、構成情報送受信処理部１４０が
第１の送信処理手段に、要素情報送信処理部１５０が第２の送信処理手段に、構成情報送
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受信処理部２１０が第１の受信処理手段に、要素情報受信処理部２２０が第２の受信処理
手段に、画像復元部２４０が画像復元手段にそれぞれ対応する。また、配信画像格納部１
１２が配信画像格納手段に、送信情報生成部１２０が送信情報生成手段に、分割画像抽出
部１２２が分割画像抽出手段に、特徴量抽出部１２４が特徴量抽出手段に、関数近似部１
２６が関数近似手段にそれぞれ対応する。また、メールサーバ３１０を介して行われる電
子メールが第１の通信手段に、ＦＴＰサーバ３２０との間で行われる要素情報の送信、蓄
積やダウンロードが第２の通信手段にそれぞれ対応する。また、図４に示した要素情報に
含まれる関数、始点座標、パラメータが各分割画像を復元可能な符号化情報に対応する。
【００３３】
本実施形態の画像配信システムはこのような構成を有しており、次に、この画像配信シ
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ステムを用いて送信情報を作成する動作とこの送信情報を配信する動作について説明する
。
【００３４】
〔送信情報の作成動作〕
図５は、送信側装置１００を用いて行われる送信情報作成の動作手順を示す流れ図であ
る。まず、配信画像取込部１１０は、配信画像を取り込んで配信画像格納部１１２に格納
する（ステップ１００）。次に、送信情報生成部１２０内の分割画像抽出部１２２は、こ
の配信画像に含まれる分割画像を抽出し（ステップ１０１）、構成情報を作成する（ステ
ップ１０２）。作成された構成情報は送信情報格納部１３０に格納される。また、送信情
報生成部１２０内の特徴量抽出部１２４は、各分割画像に対応する特徴量（輪郭線を構成
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する輪郭点列）を抽出し（ステップ１０３）、関数近似部１２６は抽出された特徴量を一
あるいは複数の区分領域に分解した後に各区分領域を関数近似して要素情報を作成する（
ステップ１０４）。作成された要素情報は送信情報格納部１３０に格納される。このよう
にして、取り込まれた配信画像が構成情報と要素情報とに分けられて送信情報が作成され
る。
【００３５】
〔送信情報の配信動作〕
図６は、受信側装置２００からの送信側装置１００に送られてくる送信要求に応じて行
われる送信情報配信の動作手順を示す流れ図である。まず、受信側装置２００内の構成情
報送受信処理部２１０から送信側装置１００に向けて、電子メールで構成情報の送信要求
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を送る（ステップａ１）。この送信要求は、メールサーバ３１０を経由して転送され（ス
テップｂ１）、送信側装置１００内の構成情報送受信処理部１４０によって受信される（
ステップｃ１）。
【００３６】
構成情報送受信処理部１４０は、送信対象となる構成情報を送信情報格納部１３０から
読み出して第１の暗号キーに対応する暗号化処理を行った後に（ステップｃ２）、この暗
号化された構成情報を受信側装置に向けて電子メールで送信する（ステップｃ３）。この
構成情報には、要素情報の解読に必要な第２の暗号キーが付加されている。この構成情報
は、メールサーバ３１０を経由して転送され（ステップｂ２）、受信側装置２００内の構
成情報送受信処理部２１０によって受信される（ステップａ２）。受信された構成情報は
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受信情報格納部２３０に格納される。
【００３７】
送信側装置１００内の要素情報送信処理部１５０は、送信した構成情報に対応する要素
情報を送信情報格納部１３０から読み出して第２の暗号キーに対応する暗号化処理を行っ
た後に（ステップｃ４）、この暗号化された要素情報をＦＴＰサーバ３２０に向けて送信
する（ステップｃ５）。ＦＴＰサーバ３２０は、この要素情報を受信して格納する（ステ
ップｂ３）。
【００３８】
受信側装置２００内の要素情報受信処理部２２０は、構成情報が受信された後に、要素
情報の送信指示（ダウンロード指示）をＦＴＰサーバ３２０に対して行う（ステップａ３

30

）。ＦＴＰサーバ３２０は、このダウンロード指示を受け取ると（ステップｂ４）、要素
情報を送信する（ステップｂ５）。
【００３９】
受信側装置２００内の要素情報受信処理部２２０は、このようなダウンロード手順にし
たがって要素情報を受信し（ステップａ４）、構成情報から抽出した第２の暗号キーを用
いて解読する（ステップａ５）。解読された要素情報は受信情報格納部２３０に格納され
る。その後、画像復元部２４０は、受信情報格納部２３０に格納された構成情報と要素情
報を用いて配信画像を復元する（ステップａ６）。
【００４０】
このように、本実施形態の画像配信システムでは、配信画像を構成情報と要素情報に分
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離して異なる通信手段を介して配信しているため、一方の情報のみを不正に取得しても配
信画像全体の復元を防止することができ、第三者による配信画像全体の不正な取得を有効
に防止することができる。
【００４１】
この構成情報には、配信画像における複数の分割画像のそれぞれの配置情報が含まれて
おり、配信画像に含まれる複数の分割画像の配置情報と要素情報とを分けることにより、
配置だけがわかったとしても各分割画像そのものが分からなければ配信画像全体を復元す
ることができず、反対に配置が分からなければ各分割画像の並びが分からないため配信画
像全体の把握が困難になる。
【００４２】
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また、各分割画像の形状を関数化近似して要素情報を作成することにより、要素情報の
データ量を少なくするとともに、受信側装置において配信画像を任意の大きさ（倍率）で
表示、印刷した際の画像品質を向上させることができる。
【００４３】
また、構成情報に分割画像の大きさを示すスケール情報を含ませることにより、要素情
報のみを取得しても各分割画像を正しい大きさで再現することができないため、配信画像
の内容を把握することがより困難になる。
【００４４】
また、同じインターネット３００を介して構成情報と要素情報を配信した場合であって
も、異なるサーバを経由して配信することにより、２つの情報が同時に漏洩する危険性を
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より少なくすることができる。
【００４５】
また、構成情報と要素情報を異なる通信手段で配信することに加えて、それぞれの情報
を暗号化して送受信することにより、さらに第三者による配信画像の不正取得を防止する
ことができる。
【００４６】
なお、本発明は上記実施形態に限定されるものではなく、本発明の要旨の範囲内で種々
の変形実施が可能である。例えば、上述した実施形態では、構成情報を電子メールで送信
し、要素情報をＦＴＰサーバ３２０を経由したダウンロードによって送信したが、通信手
段はこれら以外を用いるようにしてもよい。例えば、ＦＴＰサーバの代わりにＷＷＷサー
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バを経由するようにしてもよい。また、少なくとも一方の情報をインターネット３００を
介さない直接通信（例えば、専用回線を使ったり、特定の電話回線を介してピア・ツー・
ピア通信を行う場合が考えられる）によって送信するようにしてもよい。
【００４７】
また、上述した実施形態では、画像配信に付随する課金方法については特に言及してい
ないが、画像配信が有料の場合には要素情報を送受信する前に課金処理を実施することが
望ましい。例えば、送信側装置１００では図６に示したステップｃ３（あるいはｃ４）の
動作が終了した後に、受信側装置２００では図６に示したステップａ２の動作が終了した
後に課金処理が実施される。この課金処理は、受信側装置２００では、課金処理用の画面
を表示し（例えばクレジットカード情報の入力画面）、ユーザが必要な情報を入力するこ
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とにより行われる。また、この課金処理は、送信側装置１００では、受信側装置２００か
ら送信されてくる情報に基づく処理（例えばクレジットカード会社のサーバに対する照合
、引き落とし依頼等の処理）を実施することにより行われる。
【図面の簡単な説明】
【００４８】
【図１】一実施形態の画像配信システムの全体構成を示す図である。
【図２】分割画像と構成情報との関係を示す図である。
【図３】分割画像抽出部によって作成された構成情報の内容を示す図である。
【図４】各分割画像毎に作成された要素情報の内容を示す図である。
【図５】送信側装置を用いて行われる送信情報作成の動作手順を示す流れ図である。
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【図６】受信側装置からの送信側装置に送られてくる送信要求に応じて行われる送信情報
配信の動作手順を示す流れ図である。
【符号の説明】
【００４９】
１００

送信側装置

１１０

配信画像取込部

１１２

配信画像格納部

１２０

送信情報生成部

１２２

分割画像抽出部

１２４

特徴量抽出部
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(12)
１２６

関数近似部

１３０

送信情報格納部

１４０、２１０

構成情報送受信処理部

１５０

要素情報送信処理部

２００

受信側装置

２２０

要素情報受信処理部

２３０

受信情報格納部

２４０

画像復元部

２５０

操作部

２５２

表示部

２５４

プリンタ

３００

インターネット

３１０

メールサーバ

３２０

ＦＴＰサーバ

【図１】
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【図２】

【図３】

【図４】
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【図５】

【図６】
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