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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
画像処理システムであって、
　撮影対象と、前記撮影対象の撮影画像を補正する為の補正情報である画像補正情報とが
対応付けられて記憶され、撮影時間帯と、各前記撮影時間帯において撮影された画像を補
正する為の補正情報である画像補正情報とが対応付けられて記憶された画像補正情報デー
タベースと、
　位置情報と撮影対象とが対応付けられて記憶された撮影情報データベースと、
　少なくとも撮影位置と撮影日時を含む撮影情報を取得する撮影情報取得手段と、
　撮影対象を撮像することにより、撮影対象の画像データを取得する撮像手段と、
　前記撮影情報取得手段で取得した撮影位置に対応する撮影対象を前記撮影情報データベ
ースから検索し、この撮影対象に対応する画像補正情報と、前記撮影情報取得手段で取得
した撮影日時に対応する時間帯を求め、その時間帯に対応する画像補正情報を、前記画像
補正情報データベースから取得する撮影情報分析手段と
　前記撮影情報分析手段で取得した各画像補正情報に基づいて、前記撮像手段で取得した
画像データを補正処理する画像処理手段と
を有することを特徴とする画像処理システム。
【請求項２】
　前記撮影情報取得手段は、撮影時の天候の情報を取得する手段であることを特徴とする
請求項１に記載の画像処理システム。
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【請求項３】
　前記撮影情報取得手段は、撮影角度の情報を取得する手段であることを特徴とする請求
項１又は２に記載の画像処理システム。
【請求項４】
　前記画像補正情報は、撮影対象の画像情報と、この画像の好ましい色表現情報であり、
　前記画像処理手段は、前記補正処理のときに前記撮影対象の画像情報を用いて対象とす
る撮影対象を識別し、前記対象とする撮影対象の画像を前記好ましい色表現情報を用いて
補正するように構成されていることを特徴とする請求項１から請求項３のいずれかに記載
の画像処理システム。
【請求項５】
画像処理方法であって、
　撮影時に少なくとも撮影位置と撮影日時を含む撮影情報を取得し、この撮影情報を分析
して撮影位置に対応する撮影対象及び撮影日時に対応する撮影時間帯を求め、この撮影対
象及び撮影時間帯に対応する画像補正情報を、撮影対象及び撮影時間帯に対応して蓄積さ
れた画像補正情報から検索し、この画像補正情報に基づいて撮影した画像を補正処理する
ことを特徴とする画像処理方法。
【請求項６】
　前記画像補正情報は、対象とする物体の画像情報とこの画像の好ましい色表現情報であ
り、前記補正のときに前記物体の画像情報を用いて対象とする物体を識別し、前記対象と
する物体の画像を前記好ましい色表現情報を用いて補正することを特徴とする請求項５に
記載の画像処理方法。
【請求項７】
　画像処理システムであって、
　撮影対象を撮像することにより、撮影対象の画像データを取得する撮像手段と、
　少なくとも撮影位置と撮影日時を含む撮影情報を取得する撮影情報取得手段と、
　送信されてきた前記画像データを補正する為の画像補正情報に基づいて、前記画像デー
タを補正処理する画像処理手段と、
　前記撮影情報取得手段で取得した撮影情報を送信する手段と
を有する携帯端末と、
　画像データを補正する画像補正情報が記憶された記憶手段と、
　前記携帯端末から撮影情報を受信し、受信した撮影情報を分析して撮影対象及び撮影時
間帯を求め、この撮影対象及び撮影時間帯に対応する画像補正情報を、前記記憶手段から
取得する撮影情報分析手段と、
　前記撮影情報分析手段で取得した画像補正情報を携帯端末に送信する送信手段と
を有するサーバと
を有することを特徴とする画像処理システム。
【請求項８】
　画像処理システムであって、
　撮影対象を撮像することにより、撮影対象の画像データを取得する撮像手段と、
　少なくとも撮影位置と撮影日時を含む撮影情報を取得する撮影情報取得手段と、
　前記撮像手段で取得した画像データと、前記撮影情報取得手段で取得した撮影情報とを
送信する手段と
を有する携帯端末と、
　画像データを補正する画像補正情報が記憶された記憶手段と、
　前記携帯端末から撮影情報を受信し、受信した撮影情報の撮影位置に対応する撮影対象
と撮影日時に対応する撮影時間帯を求め、この撮影対象及び撮影時間帯に対応する画像補
正情報を、前記記憶手段から取得する撮影情報分析手段と、
　前記撮影情報分析手段で取得された画像補正情報に基づいて、前記受信した画像データ
を補正処理する画像処理手段と、
　前記画像処理手段で補正処理された画像データを携帯端末に送信する送信手段と
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を有するサーバと
を有することを特徴とする画像処理システム。
【請求項９】
　撮影した画像データと少なくとも撮影位置と撮影日時を含む撮影情報とを外部の画像処
理サーバに送信し、前記画像処理サーバに、前記撮影情報の撮影位置と撮影日時に基づい
て撮影対象と撮影時間帯を求めさせ、前記撮影した画像データに対して前記撮影対象に適
した画像処理と前記撮影時間帯に適した画像処理とをさせる携帯端末であって、
　撮影対象を撮像することにより、撮影対象の画像データを取得する撮像手段と、
　少なくとも撮影位置と撮影日時を含む撮影情報を取得する撮影情報取得手段と、
　前記撮影対象の画像データと、前記撮影情報とを対応させて送信する手段と、
　前記画像処理サーバから送信されてきた画像処理された画像データが格納される記憶手
段と
を有することを特徴とする携帯端末。
【請求項１０】
　少なくとも撮影位置と撮影時間帯を含む撮影情報を外部のサーバに送信し、このサーバ
から、前記撮影情報の撮影位置から得られた撮影対象に適した画像補正情報と前記撮影情
報の撮影日時から得られた撮影時間帯に適した画像補正情報を受信し、前記画像補正情報
により画像処理する携帯端末であって、
　撮影対象を撮像することにより、撮影対象の画像データを取得する撮像手段と、
　少なくとも撮影位置と撮影日時を含む撮影情報を取得する撮影情報取得手段と、
　前記撮影情報を送信する手段と、
　前記撮影情報に対応する撮影画像データの画像補正情報を受信する手段と、
　前記受信した画像補正情報に基づいて、前記画像データを補正処理する画像処理手段と
を有することを特徴とする携帯端末。
【請求項１１】
　撮影された画像データを補正する為の画像補正情報を端末に送信するサーバであって、
　画像データを補正する画像補正情報が記憶された記憶手段と、
　端末より送信されてくる少なくとも撮影位置と撮影日時を含む撮影情報を受信し、受信
した撮影情報の撮影位置と撮影日時を分析して撮影対象及び撮影時間帯を求め、この撮影
対象に対応する画像補正情報と、この撮影時間帯に対応する画像補正情報を、前記記憶手
段から取得する撮影情報分析手段と、
　前記撮影情報分析手段で取得した画像補正情報を前記端末に送信する送信手段と
を有することを特徴とするサーバ。
【請求項１２】
　端末から送信されてくる撮影された画像データを補正処理した後に端末に送信するサー
バであって、
　画像データを補正する画像補正情報が記憶された記憶手段と、
　端末より送信されてくる少なくとも撮影位置と撮影日時を含む撮影情報を受信し、受信
した撮影情報の撮影位置と撮影日時を分析して撮影対象及び撮影時間帯を求め、この撮影
対象に対応する画像補正情報と、この撮影時間帯に対応する画像補正情報を、前記記憶手
段から取得する撮影情報分析手段と、
　前記撮影情報分析手段で取得された画像補正情報に基づいて、前記受信した画像データ
を補正処理する画像処理手段と、
　前記画像処理手段で補正処理された画像データを端末に送信する送信手段と
を有することを特徴とするサーバ。
【請求項１３】
　撮影された画像データを補正する為の画像補正情報を端末に送信する情報処理装置のプ
ログラムであって、
　前記プログラムは、前記情報処理装置を、
　端末より送信されてくる少なくとも撮影位置と撮影日時を含む撮影情報を受信し、受信
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した撮影情報の位置情報と撮影日時を分析して撮影対象及び撮影時間帯を求め、この撮影
対象に対応する画像補正情報と、この撮影時間帯に対応する画像補正情報を、画像データ
を補正する画像補正情報が記憶された記憶手段から取得する撮影情報分析手段と、
　前記撮影情報分析手段で取得した画像補正情報を前記端末に送信する送信手段と
して機能させることを特徴とするプログラム。
【請求項１４】
　端末から送信されてくる撮影された画像データを補正処理した後に端末に送信する情報
処理装置のプログラムであって、
　前記プログラムは、前記情報処理装置を、
　端末より送信されてくる少なくとも撮影位置と撮影日時を含む撮影情報を受信し、受信
した撮影情報の撮影位置と撮影時間帯を分析して撮影対象及び撮影時間帯を求め、この撮
影対象に対応する画像補正情報と、この撮影時間帯に対応する画像補正情報を、画像デー
タを補正する画像補正情報が記憶された記憶手段から取得する撮影情報分析手段と、
　前記撮影情報分析手段で取得された画像補正情報に基づいて、前記受信した画像データ
を補正処理する画像処理手段と、
　前記画像処理手段で補正処理された画像データを端末に送信する送信手段として機能さ
せることを特徴とするプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は画像処理の技術に関し、特に、特に撮影に関する情報を取得し、その情報に基
づいて、撮影された画像に最適な画像補正処理を行う画像処理システム、方法及びそれら
に用いられる端末及びサーバ等に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、銀塩、デジタルを問わず、適切な撮影画像を得る為、撮影対象物(人物・花)や対
象の状態(屋外・夜景)によって、撮影前に適切な絞りやシャッタースピード、ホワイトバ
ランスの設定等を調整する技術がある。このような技術はシーンセレクトと呼ばれ、例え
ば、スポーツの撮影を行う場合には、スポーツシーンのモードを選択しておけば、可能な
限り早いシャッタースピードで撮影され、動きの速い人物を静止した状態で撮影すること
ができる。しかしながら、設定の容易性の観点から、撮影状況に多くの条件数を設定する
ことができず、代表的な撮影条件に対して汎用的な設定値のみ準備してい為、千差万別で
ある実際の撮影状況に対して、効果はさほど高くない。
【０００３】
　一方、撮影後に、実際の画像をみて明るさや色合いを調整・補正することにより、撮影
した画像を適切にする技術がある。この技術では、撮影を行った後に撮影画像をコンピュ
ータ等の情報処理装置に展開し、撮影した画像に画像処理を施す。この時、処理を行うに
は、処理を行う為の媒体及び画像処理ソフトを所有していなければならず、さらに、撮影
画像のなかには、一般ユーザが使用する廉価な画像処理ソフトでは補正することが困難な
画像も含まれ、結果として、全体的な画像補正の効果はさほど高くない。更に、画像処理
、特に画像の補正処理は専門的な知識を必要とし、一般的なユーザには適切な補正の処理
を行うことが難しかった。
【０００４】
　そこで、ユーザに負担をかけず、撮影された画像に画像処理を施す技術が提案されてい
る（例えば、特許文献１）。
【０００５】
　特許文献１に開示された技術は、図９に示される如く、撮影場所および撮影時間を含む
撮影情報Ｊ０が付与された画像データＳ０から撮影情報取得手段１２において撮影情報Ｊ
０を読み出し、これに基づいて第１の画像処理条件設定手段１３において第１の画像処理
条件Ｇ１を設定する。一方、画像データＳ０に基づいて第２の画像処理条件設定手段１４
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において第２の画像処理条件Ｇ２を設定する。最終画像処理条件設定手段１５において画
像処理条件Ｇ１，Ｇ２から最終画像処理条件ＧＦ０を設定し、これに基づいて画像データ
Ｓ０に対して画像処理を施して処理済み画像データＳ１を得る。
【特許文献１】特開２００３－２８１５１１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、第１の画像処理条件設定手段１３による画像処理の条件設定では、画像
処理に限界があり、これを補足する為に第２の画像処理条件設定手段１４により画像処理
の条件設定も考慮するようにしている。
【０００７】
　これは、第１の画像処理条件設定手段１３が、撮影情報Ｊ０により、撮影した時間や、
撮影場所が屋内又は屋外といったものしか分析せず、詳細な撮影状況や、撮影対象そのも
のの分析を行わず、画像処理の条件を設定しているからである。
【０００８】
　そこで、本発明は上記課題に鑑みて発明されたものであって、その目的は撮影情報を分
析して撮影対象又は撮影状況を求めることにより、これに対応する適切な画像補正情報に
より撮影画像を補正することができる画像処理の技術を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記課題を解決する第１の発明は、画像処理システムであって、
　画像データを補正する為の画像補正情報が記憶された記憶手段と、
　撮影情報を取得する撮影情報取得手段と、
　撮影対象を撮像することにより、撮影対象の画像データを取得する撮像手段と、
　前記撮影情報取得手段で取得した撮影情報を分析し、前記画像データの画像補正情報を
、前記記憶手段から取得する撮影情報分析手段と、
　前記撮影情報分析手段で取得した画像補正情報に基づいて、前記撮像手段で取得した画
像データを補正処理する画像処理手段とを有することを特徴とする。
【００１０】
　上記課題を解決する第２の発明は、画像処理システムであって、
　画像データを補正する為の画像補正情報が記憶された記憶手段と、
　撮影情報を取得する撮影情報取得手段と、
　撮影対象を撮像することにより、撮影対象の画像データを取得する撮像手段と、
　前記撮影情報取得手段で取得した撮影情報を分析して撮影対象又は撮影状況を求め、こ
の撮影対象又は撮影状況に対応する画像補正情報を、前記記憶手段から取得する撮影情報
分析手段と、
　前記撮影情報分析手段で取得した画像補正情報に基づいて、前記撮像手段で取得した画
像データを補正処理する画像処理手段とを有することを特徴とする。
【００１１】
　上記課題を解決する第３の発明は、画像処理システムであって、
　撮影画像を補正する為の補正情報である画像補正情報と、この画像補正情報が適用され
る撮影対象又は撮影状況とが対応付けられて記憶された記憶手段と、
　撮影情報を取得する撮影情報取得手段と、
　撮影対象を撮像することにより、撮影対象の画像データを取得する撮像手段と、
　前記撮影情報取得手段で取得した撮影情報を分析して撮影対象又は撮影状況を求め、こ
の撮影対象又は撮影状況に対応する画像補正情報を、前記記憶手段から取得する撮影情報
分析手段と、
　前記撮影情報分析手段で取得した画像補正情報に基づいて、前記撮像手段で取得した画
像データを補正処理する画像処理手段とを有することを特徴とする。
【００１２】
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　上記課題を解決する第４の発明は、画像処理システムであって、
　撮影対象と、前記撮影対象の撮影画像を補正する為の補正情報である画像補正情報とが
対応付けられて記憶され、撮影時間帯と、各前記撮影時間帯において撮影された画像を補
正する為の補正情報である画像補正情報とが対応付けられて記憶された画像補正情報デー
タベースと、
　位置情報と撮影対象とが対応付けられて記憶された撮影情報データベースと、
　少なくとも撮影位置と撮影日時を含む撮影情報を取得する撮影情報取得手段と、
　撮影対象を撮像することにより、撮影対象の画像データを取得する撮像手段と、
　前記撮影情報取得手段で取得した撮影位置に対応する撮影対象を、前記撮影情報データ
ベースから検索し、この撮影対象に対応する画像補正情報と、前記撮影情報取得手段で取
得した撮影日時に対応する時間帯を求め、この時間帯に対応する画像補正情報を、前記画
像補正情報データベースから取得する撮影情報分析手段と、
　前記撮影情報分析手段で取得した画像補正情報に基づいて、前記撮像手段で取得した画
像データを補正処理する画像処理手段とを有することを特徴とする。
【００１３】
　上記課題を解決する第５の発明は、画像処理システムであって、
　画像データを補正する為の画像補正情報が記憶された記憶手段と、
　撮影情報を取得する撮影情報取得手段と、
　前記撮影情報取得手段で取得した撮影情報を分析し、前記画像データの画像補正情報を
、前記記憶手段から取得する撮影情報分析手段と、
　前記撮影情報分析手段で取得した画像補正情報に基づいて、撮像手段で取得した画像デ
ータを補正処理する画像処理手段とを有することを特徴とする。
【００１４】
　上記課題を解決する第６の発明は、上記第１から第５のいずれかの発明において、前記
撮影情報取得手段は、撮影位置の情報を取得する手段であることを特徴とする。
【００１５】
　上記課題を解決する第７の発明は、上記第１から第６のいずれかの発明において、前記
撮影情報取得手段は、撮影日時の情報を取得する手段であることを特徴とする。
【００１６】
　上記課題を解決する第８の発明は、上記第１から第７のいずれかの発明において、前記
撮影情報取得手段は、撮影時の天候の情報を取得する手段であることを特徴とする。
【００１７】
　上記課題を解決する第９の発明は、上記第１から第８のいずれかの発明において、前記
撮影情報取得手段は、撮影角度の情報を取得する手段であることを特徴とする。
【００１８】
　上記課題を解決する第１０の発明は、上記第１から第９のいずれかの発明において、前
記画像補正情報は、撮影対象の画像情報と、この画像の好ましい色表現情報であり、
　前記画像処理手段は、前記補正処理のときに前記撮影対象の画像情報を用いて対象とす
る撮影対象を識別し、前記対象とする撮影対象の画像を前記好ましい色表現情報を用いて
補正するように構成されていることを特徴とする。
【００１９】
　上記課題を解決する第１１の発明は、画像処理方法であって、
　撮影時に撮影情報を取得し、この撮影情報を分析して撮影対象又は撮影状況を求め、こ
の撮影対象及び撮影状況に対応する画像補正情報を、蓄積された画像補正情報から検索し
、この画像補正情報に基づいて撮影した画像を補正処理することを特徴とする。
【００２０】
　上記課題を解決する第１２の発明は、画像処理方法であって、
　撮影時に少なくとも撮影位置と撮影日時を含む撮影情報を取得し、この撮影情報を分析
して撮影位置に対応する撮影対象及び撮影日時に対応する撮影時間帯を求め、この撮影対
象及び撮影時間帯に対応する画像補正情報を、撮影対象及び撮影時間帯に対応して蓄積さ
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れた画像補正情報から検索し、この画像補正情報に基づいて撮影した画像を補正処理する
ことを特徴とする。
【００２１】
　上記課題を解決する第１３の発明は、画像処理方法であって、
　あらかじめ位置と画像補正の情報を蓄積し、撮影された位置より前記蓄積された情報を
検索して対応する画像補正の情報を抽出し、前記画像補正の情報を用いて撮影された画像
を補正処理することを特徴とする。
【００２２】
　上記課題を解決する第１４の発明は、画像処理方法であって、
　あらかじめ位置と日時と画像補正の情報を蓄積し、撮影された位置と日時より前記蓄積
された情報を検索して対応する画像補正の情報を抽出し、前記画像補正の情報を用いて撮
影された画像を補正処理することを特徴とする。
【００２３】
　上記課題を解決する第１５の発明は、画像処理方法であって、
　あらかじめ位置と日時と天候と画像補正の情報を蓄積し、撮影された位置と日時と天候
より前記蓄積された情報を検索して対応する画像補正の情報を抽出し、前記画像補正の情
報を用いて撮影された画像を補正処理することを特徴とする。
【００２４】
　上記課題を解決する第１６の発明は、画像処理方法であって、
　あらかじめ位置と日時と天候と角度と画像補正の情報を蓄積し、撮影された位置と日時
と天候と角度より前記蓄積された情報を検索して対応する画像補正の情報を抽出し、前記
画像補正の情報を用いて撮影された画像を補正処理することを特徴とする。
【００２５】
　上記課題を解決する第１７の発明は、上記第１１から第１６のいずれかの発明において
、前記画像補正情報は、対象とする物体の画像情報とこの画像の好ましい色表現情報であ
り、前記補正のときに前記物体の画像情報を用いて対象とする物体を識別し、前記対象と
する物体の画像を前記好ましい色表現情報を用いて補正することを特徴とする。
【００２６】
　上記課題を解決する第１８の発明は、画像処理システムであって、
　撮影対象を撮像することにより、撮影対象の画像データを取得する撮像手段と、少なく
とも撮影位置と撮影日時を含む撮影情報を取得する撮影情報取得手段と、送信されてきた
前記画像データを補正する為の画像補正情報に基づいて、前記画像データを補正処理する
画像処理手段と、前記撮影情報取得手段で取得した撮影情報を送信する手段とを有する携
帯端末と、
　画像データを補正する画像補正情報が記憶された記憶手段と、前記携帯端末から撮影情
報を受信し、受信した撮影情報を分析して撮影対象及び撮影時間帯を求め、この撮影対象
及び撮影時間帯に対応する画像補正情報を、前記記憶手段から取得する撮影情報分析手段
と、前記撮影情報分析手段で取得した画像補正情報を携帯端末に送信する送信手段とを有
するサーバとを有することを特徴とする。
【００２７】
　上記課題を解決する第１９の発明は、画像処理システムであって、
　撮影対象を撮像することにより、撮影対象の画像データを取得する撮像手段と、少なく
とも撮影位置と撮影日時を含む撮影情報を取得する撮影情報取得手段と、前記撮像手段で
取得した画像データと、前記撮影情報取得手段で取得した撮影情報とを送信する手段とを
有する携帯端末と、
　画像データを補正する画像補正情報が記憶された記憶手段と、前記携帯端末から撮影情
報を受信し、受信した撮影情報の撮影位置に対応する撮影対象と撮影日時に対応する撮影
時間帯を求め、この撮影対象及び撮影時間帯に対応する画像補正情報を、前記記憶手段か
ら取得する撮影情報分析手段と、前記撮影情報分析手段で取得された画像補正情報に基づ
いて、前記受信した画像データを補正処理する画像処理手段と、前記画像処理手段で補正
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処理された画像データを携帯端末に送信する送信手段とを有するサーバとを有することを
特徴とする。
【００２８】
　上記課題を解決する第２０の発明は、撮影した画像データと少なくとも撮影位置と撮影
日時を含む撮影情報とを外部の画像処理サーバに送信し、前記画像処理サーバに、前記撮
影情報の撮影位置と撮影日時に基づいて撮影対象と撮影時間帯を求めさせ、前記撮影した
画像データに対して前記撮影対象に適した画像処理と前記撮影時間帯に適した画像処理さ
せる携帯端末であって、
　撮影対象を撮像することにより、撮影対象の画像データを取得する撮像手段と、少なく
とも撮影位置と撮影日時を含む撮影情報を取得する撮影情報取得手段と、前記撮影対象の
画像データと、前記撮影情報とを対応させて送信する手段と、前記画像処理サーバから送
信されてきた画像処理された画像データが格納される記憶手段とを有することを特徴とす
る。
【００２９】
　上記課題を解決する第２１の発明は、少なくとも撮影位置と撮影時間帯を含む撮影情報
を外部のサーバに送信し、このサーバから、前記撮影情報の撮影位置から得られた撮影対
象に適した画像補正情報と前記撮影情報の撮影日時から得られた撮影時間帯に適した画像
補正情報を受信し、前記画像補正情報により撮影した画像データを画像処理する携帯端末
であって、
　撮影対象を撮像することにより、撮影対象の画像データを取得する撮像手段と、少なく
とも撮影位置と撮影日時を含む撮影情報を取得する撮影情報取得手段と、前記撮影情報を
送信する手段と、前記撮影対象情報に対応する撮影画像データの画像補正情報を受信する
手段と、前記取得した画像補正情報に基づいて、前記画像データを補正処理する画像処理
手段とを有することを特徴とする。
【００３０】
　上記課題を解決する第２２の発明は、携帯端末であって、
　撮影対象を撮像することにより、撮影対象の画像データを取得する撮像手段と、撮影情
報を取得する撮影情報取得手段と、撮影対象の撮影対象情報を取得する撮影対象情報取得
手段と、前記撮影対象の画像データと前記取得した撮影情報とを、着脱可能な記憶手段に
格納する格納手段とを有することを特徴とする。
【００３１】
　上記課題を解決する第２３の発明は、撮影された画像データを補正する為の画像補正情
報を端末に送信するサーバであって、
　画像データを補正する画像補正情報が記憶された記憶手段と、端末より送信されてくる
少なくとも撮影位置と撮影日時を含む撮影情報を受信し、受信した撮影情報の撮影位置と
撮影日時を分析して撮影対象及び撮影時間帯を求め、この撮影対象に対応する画像補正情
報と、この撮影時間帯に対応する画像補正情報を、前記記憶手段から取得する撮影情報分
析手段と、前記撮影情報分析手段で取得した画像補正情報を前記端末に送信する送信手段
とを有することを特徴とする。
【００３２】
　上記課題を解決する第２４の発明は、端末から送信されてくる撮影された画像データを
補正処理した後に端末に送信するサーバであって、
　画像データを補正する画像補正情報が記憶された記憶手段と、端末より送信されてくる
少なくとも撮影位置と撮影日時を含む撮影情報を受信し、受信した撮影情報の撮影位置と
撮影日時を分析して撮影対象及び撮影時間帯を求め、この撮影対象に対応する画像補正情
報と、この撮影時間帯に対応する画像補正情報を、前記記憶手段から取得する撮影情報分
析手段と、前記撮影情報分析手段で取得された画像補正情報に基づいて、前記受信した画
像データを補正処理する画像処理手段と、前記画像処理手段で補正処理された画像データ
を端末に送信する送信手段とを有することを特徴とする。
【００３３】
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　上記課題を解決する第２５の発明は、撮影された画像データを補正する為の画像補正情
報を端末に送信する情報処理装置のプログラムであって、
　前記プログラムは、前記情報処理装置を、端末より送信されてくる少なくとも撮影位置
と撮影日時を含む撮影情報を受信し、受信した撮影情報の位置情報と撮影日時を分析して
撮影対象及び撮影時間帯を求め、この撮影対象に対応する画像補正情報と、この撮影時間
帯に対応する画像補正情報を、画像データを補正する画像補正情報が記憶された記憶手段
から取得する撮影情報分析手段と、前記撮影情報分析手段で取得した画像補正情報を前記
端末に送信する送信手段として機能させることを特徴とする。
【００３４】
　上記課題を解決する第２６の発明は、端末から送信されてくる撮影された画像データを
補正処理した後に端末に送信する情報処理装置のプログラムであって、
　前記プログラムは、前記情報処理装置を、端末より送信されてくる少なくとも撮影位置
と撮影日時を含む撮影情報を受信し、受信した撮影情報の撮影位置と撮影時間帯を分析し
て撮影対象及び撮影時間帯を求め、この撮影対象に対応する画像補正情報と、この撮影時
間帯に対応する画像補正情報を、画像データを補正する画像補正情報が記憶された記憶手
段から取得する撮影情報分析手段と、前記撮影情報分析手段で取得された画像補正情報に
基づいて、前記受信した画像データを補正処理する画像処理手段と、前記画像処理手段で
補正処理された画像データを端末に送信する送信手段として機能させることを特徴とする
。
【００３５】
　本発明は、まず、図１に示される如く、カメラ等の撮像部１で撮影対象を撮影し、画像
データを得る。一方、撮影時の情報である撮影情報を撮影情報取得部２により取得する。
ここで、撮影情報取得部２で取得される撮影情報は、例えば、撮影位置、撮影日時、撮影
時の天候、撮影角度や方向、撮影レンズの画角等である。
【００３６】
　また、記憶部３には、撮影画像を補正する為の画像補正情報が格納されている。尚、画
像補正情報は、例えば、画像のホワイトバランスや明度、彩度といった色補正のみならず
、輪郭強調等の画像データ自体の加工も含まれる。
【００３７】
　撮影情報分析部４は、撮影情報取得部２から与えられた撮影情報を分析し、撮影画像に
適切な画像補正情報を記憶部３から読み出す。そして、画像処理部５は、画像補正情報取
得部４で得られた画像補正情報に基づいて、撮像部１で得られた撮影対象の画像データに
補正処理を施す。
【発明の効果】
【００３８】
　本発明によれば、撮影者が特別な操作を行うことなく、位置情報や日時情報と言った撮
影情報を取得し、この撮影情報を分析することによって、分析結果に基づいた適切な画像
補正情報により撮影画像に対して画像補正を施すことにより、画像処理の知識のない者で
あっても、簡単にすばらしい撮影画像を手にすることができる。
【００３９】
　また、本発明によれば、位置情報や日時情報と言った撮影情報を分析して撮影対象や、
撮影状況を求め、この撮影対象や、撮影状況から画像補正情報を取得するように構成され
ているので、従来技術のように、具体的な撮影対象や、撮影状況を認識せずに画像補正を
行う簡易的な画像補正技術とは異なり、色々な撮影対象や、複雑な撮影状況であっても、
適切な画像補正を行うことができる。
【図面の簡単な説明】
【００４０】
【図１】図１は本発明の概要を説明する為の図である。
【図２】図２は本発明の実施の形態の概要を説明する為の図である。
【図３】図３は第１の実施の形態の概要を説明する為の図である。
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【図４】図４は第２の実施の形態の概要を説明する為の図である。
【図５】図５は第３の実施の形態の概要を説明する為の図である。
【図６】図６は第４の実施の形態の概要を説明する為の図である。
【図７】図７は第５の実施の形態の概要を説明する為の図である。
【図８】図８は実施例１の概要を説明する為の図である。
【図９】図９は実施例２の概要を説明する為の図である。
【図１０】図１０は実施例３の概要を説明する為の図である。
【図１１】図１１は従来の技術を説明する為の図である。
【符号の説明】
【００４１】
　１　　　　　撮像部
　２　　　　　撮影情報取得部
　３　　　　　記憶部
　４　　　　　撮影情報分析部
　５　　　　　画像処理部５
【発明を実施するための最良の形態】
【００４２】
　まず、本発明を実施するための最良の形態の概要を、図２を参照して詳細に説明する。
尚、上述した図１と同様なものについては同じ符号を付す。
【００４３】
　本発明は、まず、カメラ等の撮像部１で撮影対象を撮影し、画像データを得る。一方、
撮影時の情報である撮影情報を撮影情報取得部２により取得する。ここで、撮影情報取得
部２で取得される撮影情報は、例えば、撮影位置、撮影日時、撮影時の天候、撮影角度や
方向等である。
【００４４】
　撮影情報分析部４は、撮影情報取得部２から与えられた撮影情報を分析する為、撮影情
報に対応した撮影対象や撮影状況を記憶した撮影情報データベース４１を有している。例
えば、撮影情報データベース４１は、緯度・経度、方向等の情報と、撮影対象の情報とが
関連付けられて記憶されている。また、緯度・経度、方向、日時等の情報と、朝、夜景、
順光、逆光等といった撮影状況の情報とが関連付けられて記憶されている。
【００４５】
　このような撮影情報データベース４１により、撮影情報分析部４は、撮影情報取得部２
から与えられた撮影情報（例えば、緯度・経度、方向、日時等の情報）に対応する情報を
、撮影情報データベース４１から検索し、この情報に関連付けられた撮影対象、撮影状況
を求める。例えば、緯度・経度、方向等の情報から撮影対象が海であるとか、緯度・経度
、方向、日時等の情報から撮影状況が夕焼けと、ピンポイント的に撮影対象や撮影状況を
判断することができる。
【００４６】
　尚、撮影情報データベース４１は、かならずしも、複数の撮影情報と、撮影状況や撮影
対象とが一対一に関連付けられている必要はなく、一つの撮影情報と、撮影状況や撮影対
象を求める為の補助情報とを関連付けて記憶するようにしても良い。そして、撮影情報か
ら得られた複数の補助情報に基づいて、撮影情報分析部４が撮影対象や撮影状況を求める
ように構成しても良い。例えば、撮影情報分析部４は、撮影情報データベース４１を検索
し、位置情報から高山といった補助情報を得て、日時情報から冬といった補助情報を得た
場合、高山と冬との組み合わせから撮影対象が雪山であると判断するように構成しても良
い。
【００４７】
　記憶部３には、撮影画像を補正する為の画像補正情報と、この画像補正情報が適用され
る撮影対象又は撮影状況とが対応して記憶された画像補正情報データベース３１を有して
いる。尚、画像補正情報は、例えば、画像のホワイトバランスや明度、彩度といった色補
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正のみならず、輪郭強調等の画像データ自体の加工も含まれる。
【００４８】
　そして、上述したように、撮影情報分析部４は、撮影情報取得部２から与えられた撮影
情報を分析し、撮影対象や撮影状況を求め、この撮影対象や撮影状況に対応する画像補正
情報を記憶部３から読み出す。画像処理部５は、画像補正情報取得部４で得られた補正情
報に基づいて、撮像部１で得られた撮影対象の画像データに補正処理を施す。
【００４９】
　尚、撮影情報分析部４の撮影情報データベース４１と画像補正情報データベース３１と
をまとめて一つのデータベースとし、このデータベースを記憶部３に格納するようにして
も良い。この場合、撮影情報分析部４は、記憶部３のデータベースを参照して画像補正情
報を読み出す。
【００５０】
　次に、上述した概要に基づく、本発明の第１の実施の形態について、図３を参照して詳
細に説明する。尚、上述した図１、図２と同様なものについては同じ符号を付す。
【００５１】
　本発明は、図３に示す如く、カメラ等の撮像部１と、撮影時の情報である撮影情報を取
得する撮影情報取得部２と、撮影画像を補正する為の画像補正情報と撮影対象とが対応し
て記憶されている記憶部３と、撮影情報取得部２から与えられた撮影情報を分析して撮影
対象を求め、それらの撮影対象に対応した画像補正情報を記憶部３から得る撮影情報分析
部４と、撮影情報分析部４で得られた補正情報に基づいて、撮像部１で得られた撮影対象
の画像データに補正処理を施す画像処理部５とを有する。
【００５２】
　撮像部１は、一眼レフカメラ、デジタルカメラ、デジタルビデオカメラ、カメラ付き携
帯電話、USBカメラ等撮影に必要な数々の機能を有する撮像装置である。
【００５３】
　撮影情報取得部２は、位置情報取得手段２１を備えており、位置情報取得手段２１は、
画像の撮影位置を取得するものであり、例えば、GPS衛星からの測位用電波を利用して撮
影位置、撮影方位に関する情報をGPS情報として取得する。ここで、撮影位置とは、撮像
装置が存在する位置であり、緯度および経度により表される。一方、撮影方位とは撮像装
置が撮影対象に向いている方位のことをいう。尚、撮影方位の取得に関しては、撮像部１
のレンズ方向の方位を認識できるように電子方位磁石等を設けて取得するようにしても良
い。
【００５４】
　記憶部３は、撮影画像を補正する為の画像補正情報と、この画像補正情報が適用される
撮影対象とが対応して記憶された画像補正情報データベース３１を有したメディアである
。画像補正情報は、例えば、ある観光名所において撮影を行う際に最適な補正パラメータ
を表すものであり、撮影対象（ここでは建物名）と対応付けられて記憶部３に記憶されて
いる。例えば、撮影対象（ここでは建物名）が金閣寺の場合、画像補正情報は金閣寺の建
造物がくっきり見えるような補正情報を記憶しているものである。
【００５５】
　撮影情報分析部４は、位置情報に基づいて撮影対象を分析し、この撮影対象に対応する
画像補正情報を記憶部３から読み出すものである。具体的には、図３に示される如く、あ
る一定の位置情報毎にそこに存在する建物名（撮影対象）を、撮影情報データベース４１
に記憶しておき、位置情報取得手段２１で取得した位置情報に対応する建物名（撮影対象
）を、撮影情報データベース４１から求める。そして、この建物名（撮影対象）に対応す
る画像補正情報を、記憶部３の画像補正情報データベース３１から読み出す。
【００５６】
　例えば、位置情報が緯度・経度１であるならば、撮影情報分析部４は撮影対象が金閣寺
であると分析し、金閣寺に対応した画像補正情報を記憶部３の画像補正情報データベース
３１から読み出す。
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【００５７】
　尚、取得する撮影情報として位置情報（撮影位置や撮影方向）に加えて、撮影に用いた
レンズの画角情報も取得するようにすれば、より撮影対象を正確に分析することが可能と
なる。同じ撮影位置、撮影方向であっても、撮影レンズの画角により、撮影対象の内容が
異なる場合がある。例えば、同じ金閣寺を撮影対象とするものであっても、撮影レンズが
広角レンズでは金閣寺を中心として他の建物や自然物が入り、金閣寺が画像に占める割合
が低くなる。一方、望遠レンズでは金閣寺が画像に占める割合が高くなり、当然、画像の
補正情報も、異なるものとするのが、より良い結果を得られるからである。そこで、同じ
撮影対象であっても、撮影レンズの画角等により、近景、遠景というように撮影対象を分
析するように構成する。
【００５８】
　画像処理部５は、撮像部１より得られる画像データを、撮影情報分析部４より得られた
画像補正情報に基づいて、最適に補正するものである。
【００５９】
　本実施の形態における効果は、撮影者が特別な操作を行うことなく、位置情報を取得す
ることにより自動的にその位置にどのような撮像物（撮影対象）があるか分析し、その撮
像物（撮影対象）に最適な画像補正を施すことができることである。
【００６０】
　尚、上述の例では、記憶部３の画像補正情報データベース３１に建物名（撮影対象）と
画像補正情報とを関連付けて記憶させ、撮影情報分析部４は、撮影情報を分析して得られ
た建物名（撮影対象）に対応した画像補正情報を読み出すように構成した。
【００６１】
　しかしながら、これに限ることなく、画像補正情報データベース３１にホワイトバラン
スや、シャープネスといった補正処理と、それらの処理に用いられる複数の補正値やレベ
ルとを関連付けて記憶させておき、撮影情報分析部４の撮影対象の分析後、撮影情報分析
部４がその撮影対象に適したホワイトバランスや、シャープネスのレベルといった補正情
報を画像補正情報データベース３１から読み出すように構成しても良い。例えば、位置情
報が緯度・経度１であるならば、撮影情報分析部４は撮影対象が金閣寺であると分析し、
金閣寺を最適に補正するために必要な画像補正情報としてシャープネスや金閣寺の外装で
ある金の色が最適になる色情報を記憶部３の画像補正情報データベース３１から読み出す
ように構成する。
【００６２】
　そして、画像処理部５は、例えば金閣寺の場合、撮影情報分析部４からえられたシャー
プネスの補正情報からエッジ強調処理をおこない、金閣寺の外装である金の色が最適にな
る色情報から、画像中の金閣寺の外装の色が好ましい金色になるよう色補正をおこなう。
色補正方法の例としては特開2001-092956(好ましい色補正)などがある。なお、撮影情報
分析部4が読み出す色情報は、好ましい色情報でもよく、このとき、画像処理部５は画像
中の金閣寺の外装の色を好ましい金色にする。
【００６３】
　次に、本発明の第２の実施の形態について説明する。
【００６４】
　図４は本発明の第２の実施の形態によるシステムの構成を示す概要ブロック図である。
尚、第２の実施の形態において第１の実施の形態と同様な構成については同一の符号を付
し、詳細な説明は省略する。
【００６５】
　第２の実施の形態では、位置情報取得手段２１に加えて日時情報取得手段２２を撮影情
報取得部２に設ける。日時情報取得手段２２は、映像の撮影された日時を取得するもので
あり、例えば、撮像装置に内蔵されたタイマーから撮影日時情報を取得する。また、USB
カメラ等タイマーの内蔵機能がない撮像装置は、撮像装置の接続先であるコンピュータ等
から撮影日時情報を取得する。あるいは、位置情報取得手段２１のGPS情報を代用し撮影
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日時情報を取得するようにしても良い。
【００６６】
　記憶部３には、撮影対象に加えて撮影状況が加えられており、位置情報及び日時より、
その位置及び日時で撮影された画像を補正するのに適した画像補正情報が対応付けられて
記憶されている。例えば、図４の画像補正情報データベース３１では、撮影対象として、
具体的な撮影対象名や建物名が記憶されており、撮影状況として夜景、夕方、日中等が記
憶されている。そして、撮影対象が金閣寺の場合、画像補正情報は金閣寺の建造物がくっ
きり見えるような補正情報が記憶されており、撮影状況が夜景の場合は夜景用のホワイト
バランス等の補正情報が記憶されている。
【００６７】
　撮影情報分析部４は、位置情報及び日時情報に基づいて撮影対象又は撮影状況を分析し
、この撮影対象又は撮影状況に対応する画像補正情報を記憶部３から読み出すものである
。具体的には、図４に示される如く、ある一定の位置情報毎にそこに存在する建物名を記
憶しておき、位置情報取得手段２１で取得した位置情報に対応する撮影対象を求める。ま
た、ある一定の日時情報毎にそこに適する状況を記憶しておき、日時情報取得手段２２で
取得した日時情報に対応する撮影状況を求める。そして、撮影対象又は撮影状況に対応す
る画像補正情報を記憶部３から読み出す。
【００６８】
　例えば、位置情報が緯度・経度ａであるならば、撮影情報分析部４は撮影対象が金閣寺
であり、日時情報“9月25日19時”であるならば撮影状況が夜景での撮影であると分析し
、撮影対象が金閣寺及び撮影状況が夜景の画像補正情報を記憶部３から読み出す。そして
、画像処理部５は、撮像部１より得られた画像データを、金閣寺の画像補正情報及び夜景
の画像補正情報に基づいて、金閣寺がはっきりと見えるようにエッジ強調をおこない、そ
して夜間撮影で暗く沈んだ部分を持ち上げるためにガンマ補正等で補正する。
【００６９】
　このとき、撮影情報分析部４は、いくつかの補正方法とその補正量がえられた時はそれ
ぞれの補正効果をマージし、より最適な補正量を算出し、その算出結果を補正量としても
よい。
【００７０】
　例えば金閣寺の画像補正情報及び夜景の画像補正情報という複数の補正情報を得られた
場合は、ガンマ補正の補正量とシャープネスそれぞれに定義されている補正量をそのまま
適応してしまうと、ある部分には想定されていた補正以上の補正がかかり、かえってノイ
ズの目立つ画像になってしまうことがある。そこで、それぞれに定義されている補正量か
ら最終取得画像の効果を考えた最終補正量を算出する。
【００７１】
　本実施の形態における効果は、撮影者が特別な操作を行うことなく、位置情報及び日時
情報を取得することにより自動的にその位置情報よりどのような撮像物があるか分析しそ
の日時情報よりその撮像物の撮影状況を分析し、その撮像物に最適な画像補正を施すこと
ができることである。
【００７２】
　次いで、本発明の第３の実施の形態について説明する。
【００７３】
　図５は本発明によるシステムの第３の実施の形態によるシステムの構成を示す概要ブロ
ック図である。尚、第３の実施の形態において第１及び第２の実施の形態と同一の構成に
ついては同一の符号を付し、詳細な説明は省略する。
【００７４】
　第３の実施の形態では、撮影情報取得部２に備えられた天候情報取得手段２３は、画像
の撮影された時の天候を取得する。撮影位置における天候情報を提供する天候情報サーバ
等にアクセスして、GPS情報に基づいて撮影位置における天候情報を取得する。
【００７５】
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　記憶部３は、上述した第１及び第２の実施の形態の情報に加え、例えば、撮影時が晴れ
、くもりと言った撮影状況に対応して画像を補正するのに適した画像補正情報が記憶され
ている。
【００７６】
　撮影情報分析部４は、位置情報、日時情報及び天候情報に基づいて撮影情報又撮影状況
を分析し、この撮影情報又撮影状況に対応する画像補正情報を記憶部３から読み出すもの
である。具体的には、図４に示される如く、ある一定の位置情報毎にそこに存在する建物
名を記憶しておき、位置情報取得手段２１で取得した位置情報に対応する撮影対象を求め
る。また、ある一定の日時情報毎にそこに適する状況を記憶しておき、日時情報取得手段
２２で取得した日時情報に対応する撮影状況を求める。そして、これらの撮影対象及び撮
影状況に対応する画像補正情報を記憶部３から読み出す。また、撮影情報分析部４は、位
置情報等に基づいて、天候情報サーバ等から取得した天候情報から晴れ、くもりと言った
撮影状況に対応する画像補正情報を記憶部３から読み出す。
【００７７】
　例えば、撮影情報分析部４は、撮影情報の位置情報が緯度・経度１、撮影情報の日時情
報が10月25日19時、撮影情報の天候情報が曇りである場合、撮影対象が“金閣寺”、撮影
状況が“夜景”及び“曇り”であり、各々の撮影対象及び撮影状況に対応する画像補正情
報を記憶部３より読み出す。そして、画像処理部５は、撮像部１より得られた画像データ
を、取得した画像補正情報に基づいて、金閣寺がはっきりと見えるようにエッジ強調をお
こない、そして夜間撮影で暗く沈んだ部分を持ち上げるためにガンマ補正をし、曇りの下
で撮影されたためくすんだ色で撮影されてしまった部分を適切な色になるように彩度補正
等で補正する。
【００７８】
　尚、記憶部３でこれらの補正適応条件を別個にもつことなく、組み合わせ、この組み合
わせに適切な画像補正情報を記憶するようにし、撮影情報分析部４は補正適応条件の組み
合わせに適した一つの画像補正情報を読み出すようにしても良い。
【００７９】
　例えば、１０月下旬の晴れの日の金閣寺では、紅葉の鑑賞の為に夜にはライトアップさ
れているとすると、記憶部３に、“金閣寺”、“１０月下旬19～21時”、“曇り”の場合
の画像補正情報として夜間ライトアップされた紅葉と金閣寺との画像を補正するに最適な
画像補正情報を記憶しておき、撮影情報分析部４は、撮影情報の位置情報が緯度・経度１
、撮影情報の日時情報が10月25日19時、撮影情報の天候情報が曇りである場合、その画像
補正情報を記憶部３から読み出すようにしても良い。
【００８０】
　このようにすれば、画像処理部５は、この画像補正情報に基づいて、夜間ライトアップ
された紅葉と金閣寺とを撮影した画像を、適切な画像補正情報で補正することができる。
補正の例としては、取得した画像補正情報に基づいて、夜間にライトアップされた紅葉部
分のみを紅葉らしく赤く好ましい色補正をおこない、金閣寺にはライトアップの影響を考
慮したエッジ強調やガンマ補正、曇りの下で撮影されたためくすんだ色で撮影されてしま
った部分を適切な色になるように彩度補正をおこなう。
【００８１】
　同様に、山や海の補正の場合、晴れの日の８月中旬に山や海を撮影した時、位置情報か
ら山や海が、日時情報から夏が、天候は晴れであるという情報が分析され、その状況に対
応付けられた夏山の緑や夏海の空に最適な好ましい色情報等の補正情報も得ることができ
る。
【００８２】
　また、晴天下の雪山で撮影をおこなうと画像全体が青かぶりしやすいということがわか
っている。そこで、上述した実施の形態のように、晴れの日の２月中旬の雪山で撮影した
時、位置情報から山が、日時情報から冬が、二つの情報より雪山である事が、天候は晴れ
であるという情報が分析され、画像処理部５は、雪山の色かぶりを考慮し、撮像部１より
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得られた画像データを、取得した画像補正情報に基づいて、雪山で全体的に青かぶりした
画像に対して、青かぶりを取る色補正をおこなうようにすることも可能である。
【００８３】
　本実施の形態における効果は、撮影者が特別な操作を行うことなく、位置情報、日時情
報及び天候情報を取得することにより自動的にその位置情報よりどのような撮像物がある
か分析し、その日時情報よりその撮像物の状況を分析し、天候情報により撮像物の写り具
合を分析し、その撮像物に最適な画像補正を施すことができることである。
【００８４】
　次いで、本発明の第４の実施の形態について説明する。
【００８５】
　図６は本発明によるシステムの第４の実施の形態によるシステムの構成を示す概要ブロ
ック図である。なお、第４の実施の形態において、第１、第２及び第３の実施の形態と同
一の構成については同一の符号を付し、詳細な説明は省略する。
【００８６】
　撮影情報取得部２に備えられた角度情報取得手段２４は、画像の撮影された時の撮像装
置の角度を取得する。撮像装置の角度はジャイロ・重力センサーなどを用いて取得する。
【００８７】
　記憶部３は、上述した第１、２及び第３の実施の形態の情報に加え、例えば、撮影角度
を加味した画像を補正するのに適した画像補正情報が記憶されている。例えば、同じ金閣
寺を撮影する場合であっても、順光や逆光とでは画像を補正する内容も異なる。そこで、
撮影状況として、順光、斜光や逆光とった撮影状況の画像補正情報も複数用意する。
【００８８】
　撮影情報分析部４は、GPS情報に含まれる位置情報、内蔵タイマーに基づいて取得され
る日時情報、天候情報サーバにアクセスして得られる天候情報及び重力センサーから得ら
れる角度情報から適切な撮影対象及び撮影状況を分析し、この撮影対象及び撮影状況に対
応した画像補正情報を記憶部３から読み出すものである。従って、撮影情報データベース
４１には、角度情報も加味したデータベースとなり、位置情報及び日時情報から撮影場所
と太陽との位置関係、位置情報及び角度情報から撮像装置のレンズと太陽との位置関係が
わかるようなデータベースを構築しておく。
【００８９】
　このようなデータベースを持てば、例えば、晴天の4月中旬の10時頃に撮影した時、位
置情報及び日時情報から撮影場所と太陽の位置関係、角度情報から撮像装置のレンズと太
陽の位置関係が撮影情報データベース４１から分析され、更に天候情報から晴れと解れば
、撮影状況が逆光状態であることが解る。
【００９０】
　このとき画像処理部５は、撮像部１より得られた画像データを、撮影情報分析部４より
得られた画像補正情報に基づいて、最適に補正するものである。補正方法の例としては特
開平10-040355(逆光補正)などがある。例えば撮影対象の金閣寺の場合、撮影情報分析部
より得られた逆光補正の補正量データをもとに、撮影部１より得られた画像データに対し
て、補正をおこない画像処理をする。
【００９１】
　この本実施の形態における効果は、撮影者が特別な操作を行うことなく、位置情報、日
時情報天候情報、角度情報を取得することにより自動的に撮影時の位置情報からどのよう
な撮像物があるか分析し、日時情報からその撮像物の状態を分析し、天候情報から撮像物
の写り具合を分析し、角度情報から撮影装置のレンズの向きを分析し、その撮像物に最適
な画像補正を施すことができることである。
【００９２】
　尚、撮影対象物を特定する情報として、位置情報とともに角度情報を用いても良い。例
えば、位置情報から撮影位置が特定でき、更に角度情報から詳細な撮影方向や撮影角度が
特定できるので、予め位置情報及び角度情報と撮影対象物とを対応付けて撮影情報データ



(16) JP 4895020 B2 2012.3.14

10

20

30

40

50

ベース４１に記憶させておき、更に、その撮影対象物と、この撮影対象物の画像補正情報
とを対応付けて画像補正情報データベース３１に記憶させておけば、撮影対象に最適な画
像補正情報を得ることができる。具体的に述べれば、金閣寺を撮影する際、金閣寺をどの
ような構図で撮影しようとしているのかまでは不明である。ここで、角度情報を用いれば
、前景に池を配置した金閣寺を撮影した画像であるのか、空をバックに金閣寺を撮影した
画像であるのかまで、詳細に撮影対象を特定することができる。従って、前景に池を配置
した金閣寺の画像であるならば、池の水の質感がでて、更に金閣寺が綺麗に表現できる画
像補正情報を取得でき、また、空をバックに金閣寺を撮影した画像であるならば、空の青
色が濃く美しく表現できるような画像補正情報を取得でき、この画像補正情報により適切
な画像処理が行える。
【００９３】
　次いで、本発明の第５の実施の形態について説明する。
【００９４】
　図７は本発明によるシステムの第５の実施の形態によるシステムの構成を示す概要ブロ
ック図である。なお、第５の実施の形態において、第１、第２、第３及び第４の実施の形
態と同一の構成については同一の符号を付し、詳細な説明は省略する。
【００９５】
　第５の実施の形態では、記憶部３に、撮影対象の画像補正情報に対応させて撮影対象と
なる対象物の画像データも記憶させておく。例えば、金閣寺が撮影対象である場合、金閣
寺の画像補正情報とともに金閣寺の参考画像データも記憶しておくのである。このように
すれば、画像処理部５による補正時に、画像補正情報とともに取得した参考画像データと
、撮影画像データとを比較することにより、撮影画像から撮影対象となる対象物を正確に
認識でき、画像補正情報による補正処理がより一層効果的にできる。
【００９６】
　さらに、記憶部３に記憶させておく、対象物の参考画像データが最適な色情報を有する
画像データであった場合、その画像データとの差分を算出することにより、効果的な補正
処理ができる。
【００９７】
　以上、本発明の実施の形態を説明したが、以下に本発明を具体的に適用した実施例を説
明する。
【実施例１】
【００９８】
　本発明の実施例１を説明する。
【００９９】
　図８は本発明の実施例１の構成を示す図である。
【０１００】
　図７に示される如く、本システムは、携帯電話１００と、サーバ２００と、携帯電話１
００とサーバ２００とを接続するネットワーク３００とから構成される。
【０１０１】
　携帯電話１０は、上述した撮像部１と、撮影情報取得部２と、画像処理部５とを有して
おり、更に、撮影情報取得部２で取得した撮影情報や、サーバ２００から送信される画像
補正情報を送受信する送受信部１０１を有する。
【０１０２】
　サーバ２００は、上述した記憶部３と撮影情報分析部４とを有し、更に携帯電話１００
から送信されてくる撮影情報や、携帯電話１００に送信する画像補正情報を送信する送受
信部２０１とを有する。
【０１０３】
　このように構成されたシステムにおいて、携帯電話１００のユーザは、携帯電話１００
の撮像部１により撮影行う。これと共に携帯電話１００の撮影情報取得部２は撮影情報を
取得する。そして、取得された撮影情報は、送受信部１０１を介してサーバ２００に送信
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される。
【０１０４】
　サーバ２００では、送受信部２０１を介して携帯電話１００から撮影情報を受信し、撮
影情報分析部４により撮影情報が分析されて適切な補正適応条件が求められる。そして、
この補正適応条件に対応する画像補正情報を記憶部３より読み出し、この画像補正情報を
送受信部２０１を介して携帯電話１００に送信する。
【０１０５】
　携帯電話では、送受信部１０１を介してサーバ２００から画像補正情報を受信し、この
画像補正情報に基づいて、画像処理部５が撮像部１で取得した画像データを補正する。
【０１０６】
　このような構成にすれば、記憶容量等に限界のある携帯電話のような携帯端末であって
も本発明を適用することができる。
【実施例２】
【０１０７】
　図９は本発明の実施例２の構成を示す図である。
【０１０８】
　図８に示される如く、本システムは、携帯電話１１０と、サーバ２１０と、携帯電話１
１０とサーバ２１０とを接続するネットワーク３１０とから構成される。
【０１０９】
　携帯電話１１０は、上述した撮像部１と、撮影情報取得部２とを有しており、更に、撮
影情報取得部２で取得した撮影情報や、サーバ２００から送信される補正された画像デー
タを送受信する送受信部１１１と、補正された画像データを格納する記憶部１１２とを有
する。
【０１１０】
　サーバ２１０は、上述した記憶部３と撮影情報分析部４と画像処理部５とを有し、更に
携帯電話１００から送信されてくる撮影情報や、携帯電話１００に送信する補正済みの画
像データを送信する送受信部２１１とを有する。
【０１１１】
　このように構成されたシステムにおいて、携帯電話１１０のユーザは、携帯電話１１０
の撮像部１により撮影行う。これと共に携帯電話１１０の撮影情報取得部２は撮影情報を
取得する。そして、撮影された画像データと取得された撮影情報とは、送受信部１１１を
介してサーバ２１０に送信される。
【０１１２】
　サーバ２１０では、送受信部２１１を介して携帯電話１１０から画像データ及び撮影情
報を受信する。撮影情報分析部４は、受信した撮影情報を分析して、適切な補正適応条件
を求める。そして、この補正適応条件に対応する画像補正情報を記憶部３から読み出し、
この画像補正情報を画像処理部５に送信する。画像処理部５は、この画像補正情報に基づ
いて受信した画像データを補正し、この補正済み画像データを送受信部２１１を介して携
帯電話１１０に送信する。
【０１１３】
　携帯電話１１０では、送受信部１１１を介してサーバ２１０から補正済み画像データを
受信し、この補正済み画像データが記憶部１１２に格納される。
【０１１４】
　このような構成にすれば、記憶容量や、画像処理の能力の低い携帯電話のような携帯端
末であっても本発明を適用することができる。
【０１１５】
　尚、上述した実施例では、携帯電話で取得した画像データ及び撮影情報は、通信回線に
よりサーバに送信するようにしたが、取得した画像データ及び撮影情報を、一旦、コンパ
クトフラッシュ（登録商標）やＳＤカードのようなメモリカードに格納し、このメモリカ
ードをサーバに渡すように構成しても良い。



(18) JP 4895020 B2 2012.3.14

10

20

30

【実施例３】
【０１１６】
　本発明の実施例３について説明する。
【０１１７】
　実施例１及び実施例２における携帯電話１００及びサーバ２００は、以上の説明からも
明らかなように、ハードウェアで構成することも可能であるが、コンピュータプログラム
により実現することも可能である。
【０１１８】
　図１０は、サーバ２００の一部をインプリメントした情報処理装置の一般的ブロック構
成図である。
【０１１９】
　図１０に示す情報処理装置は、プロセッサ５００、プログラムメモリ５０１、記憶媒体
５０２からなる。
【０１２０】
　記憶媒体５０２は、実施例１及び実施例２における記憶部３及び撮影情報分析部４の撮
影情報データベース４１に相当する。尚、記憶媒体５０２は、複数の記憶媒体であっても
よいし、同一の記憶媒体からなる記憶領域であってもよい。記憶媒体としては、ハードデ
ィスク等の磁気記憶媒体を用いることができる。
【０１２１】
　プログラムメモリ５０１には、上述した実施例１及び実施例２における撮影情報分析部
４と、画像処理部５としての処理を、プロセッサ５００に行わせるプログラムが格納され
ており、このプログラムによってプロセッサ５００は動作し、送受信部２０１に指示する
。
【０１２２】
　また、送受信部２０１の処理の一部を、プロセッサ５００が処理するように構成しても
かまわない。
【０１２３】
　以上の説明からも明らかなように、ハードウェアの全部又は一部を、コンピュータプロ
グラムにより実現することも可能である。
【０１２４】
　尚、携帯電話１００についても、サーバ２００と同様にハードウェアの全部又は一部を
、コンピュータプログラムにより実現することも可能である。この場合、撮影情報収得部
２の全部又は一部を、プロセッサ５００により実現する。
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