
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　撮影により取得したデジタル画像データに撮影情報を付与する機能を有するデジタルカ
メラにより取得されたデジタル画像データと撮影情報のセットを、画像ファイルとして所
定の記憶媒体に記憶し、
　前記記憶媒体から読み込んだ画像ファイルに含まれる撮影情報を使用して、前記読み込
んだ画像ファイルに含まれるデジタル画像データの画質を高めるための画像処理を行い、
　

　前記画像処理されたデジタル画像データを再生することを特徴とする画像再生方法。
【請求項２】
　前記撮影情報が、撮影者の意図を前記画像処理に反映させるモード情報および前記画像
処理が不要であることを示す無補正指定情報を含むことを特徴とする請求項１記載の画像
再生方法。
【請求項３】
　撮影により取得したデジタル画像データに撮影情報を付与する機能を有するデジタルカ
メラにより取得され、撮影情報とデジタル画像データがセットになった画像ファイルとし
て所定の記憶媒体に記憶されたデジタル画像データを再生する画像再生装置であって、
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該画像処理の各種処理条件を前記記憶媒体に記憶されている画像ファイルに付与し、
　前記処理条件が付与された画像ファイルを前記記憶媒体から読み込み、該画像ファイル
に含まれる前記処理条件を使用して、該画像ファイルに含まれるデジタル画像データの画
質を高めるための画像処理を行い、



　前記記憶媒体から読み込んだ画像ファイルに含まれる撮影情報を使用して、前記読み込
んだ画像ファイルに含まれるデジタル画像データの画質を高めるための画像処理を行った
後、該画像処理の各種処理条件を前記記憶媒体に記憶されている画像ファイルに付与する
第１の処理と、前記処理条件が付与された画像ファイルを前記記憶媒体から読み込み、該
画像ファイルに含まれる前記処理条件を使用して、該画像ファイルに含まれるデジタル画
像データの画質を高めるための画像処理を行う第２の処理を実行する画像処理手段と、
　該画像処理手段により処理されたデジタル画像データを再生する再生手段とを有するこ
とを特徴とする画像再生装置。
【請求項４】
　前記撮影情報が、撮影者の意図を前記画像処理に反映させるモード情報および前記画像
処理が不要であることを示す無補正指定情報を含むことを特徴とする請求項 記載の画像
再生装置。
【請求項５】
　撮影により取得したデジタル画像データに撮影情報を付与する機能を有するデジタルカ
メラにより取得されたデジタル画像データと撮影情報のセットを、画像ファイルとして所
定の記憶媒体に記憶し、
　前記記憶媒体から読み込んだ画像ファイルに含まれる撮影情報を使用して、前記読み込
んだ画像ファイルに含まれるデジタル画像データの画質を高めるための画像処理を行
　

うことを特徴とする画像処理方法。
【請求項６】
　前記撮影情報が、撮影者の意図を前記画像処理に反映させるモード情報および前記画像
処理が不要であることを示す無補正指定情報を含むことを特徴とする請求項 記載の画像
処理方法。
【請求項７】
　撮影により取得したデジタル画像データに撮影情報を付与する機能を有するデジタルカ
メラにより取得され、撮影情報とデジタル画像データがセットになった画像ファイルとし
て所定の記憶媒体に記憶されたデジタル画像データを画像処理する装置であって、
　前記記憶媒体から読み込んだ画像ファイルに含まれる撮影情報を使用して、前記読み込
んだ画像ファイルに含まれるデジタル画像データの画質を高めるための画像処理を行った
後、該画像処理の各種処理条件を前記記憶媒体に記憶されている画像ファイルに付与する
第１の処理と、前記処理条件が付与された画像ファイルを前記記憶媒体から読み込み、該
画像ファイルに含まれる前記処理条件を使用して、該画像ファイルに含まれるデジタル画
像データの画質を高めるための画像処理を行う第２の処理を実行する画像処理手段を有す
ることを特徴とする画像処理装置。
【請求項８】
　前記撮影情報が、撮影者の意図を前記画像処理に反映させるモード情報および前記画像
処理が不要であることを示す無補正指定情報を含むことを特徴とする請求項 記載の画像
処理装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明はデジタルカメラにより取得されたデジタル画像データをプリンタやモニタ上で再
生するための画像再生方法および装置、並びにその方法に使用するデジタルカメラに関す
るものである。
【０００２】
【従来の技術】
一般に写真の画質、特にカラー写真の仕上がりは、露出条件によって大きく変わるもので
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３

い、
該画像処理の各種処理条件を前記記憶媒体に記憶されている画像ファイルに付与し、

　前記処理条件が付与された画像ファイルを前記記憶媒体から読み込み、該画像ファイル
に含まれる前記処理条件を使用して、該画像ファイルに含まれるデジタル画像データの画
質を高めるための画像処理を行

５

７



ある。したがってカメラには、撮影時の明るさや被写体の輝度分布に対応して適正な露光
量を設定するためのＡＥ機構が搭載されている。しかし、ＡＥ機構にも限界があり、また
その性能はカメラによって差があるため、常に良好な写真が撮影できるとは限らない。
【０００３】
このため、写真店などでは、顧客にできる限り高画質な写真プリントを提供できるように
、プリントする際に露光条件を調整して露出の過不足や色の偏りを補正する処理を施して
いる。この場合、当然のことながら処理する写真によって行うべき画像処理は異なるため
、モニタに表示された画像の微妙な違いを経験に基づいて判断しながら画像処理条件の調
整を繰り返し行ったり、何枚ものテストプリントを作成してその仕上がり具合を確認した
りすることによって最適な画像処理条件を求め、その求められた画像処理条件によって画
像処理を施して最終的に顧客に提供するプリントを作成することが行われている。
【０００４】
電子撮像素子を用いた電子カメラ（以下デジタルカメラという）の場合には、コストや演
算時間の制約からカメラ側であまり高度な処理をできないことが多い。デジタルカメラの
場合には写真店を介さずに取得された画像をそのまま利用することも多いため、ＣＲＴモ
ニタあるいはカメラに付属する液晶モニタに表示される画像など、画質許容度の比較的広
いモニタ表示画像が観察に耐えうる画像であれば画質として十分であるとして、ＡＥ機構
としてあまり高性能なものが搭載されない場合もある。このため、プリントとしてデジタ
ルカメラで撮影されたデジタル画像データを再生する場合には、画質許容度の狭いプリン
ト画像として最適な仕上がりを得るのは容易ではなく、前述のようなテストプリントの繰
り返しなど手間のかかる作業が必要となる。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、上記のような試行錯誤による補正は時間がかかるばかりでなく、テストプ
リントのためのコストもかかる。また当然のことながら、調整を行うオペレータの経験や
技能によって仕上がりに差が生じるという問題もある。
【０００６】
本発明は、上記問題に鑑みて、デジタルカメラで取得したデジタル画像データの再生にお
いて、テストプリントや、モニタの確認による画像処理条件の調整を繰り返すことなく、
早くかつ簡単に最適な画像処理条件を求め、これにより高画質なプリントを迅速に顧客に
提供できる画像再生方法および装置、並びにその方法に使用するデジタルカメラを提供す
ることを目的とするものである。
【０００７】
【課題を解決するための手段】
　本発明の画像再生方法は、撮影により取得したデジタル画像データに撮影情報を付与す
る機能を有するデジタルカメラにより前記撮影情報が付与されたデジタル画像データを得
、前記撮影情報が付与されたデジタル画像データを所定の記憶媒体に記憶し、前記記憶媒
体に記憶されたデジタル画像データに対し、該デジタル画像データに付与された前記撮影
情報を使用して前記デジタル画像データの画質を高めるための画像処理を行い、前記画像
処理されたデジタル画像データを再生することを特徴とするものである。

【０００８】
ここで「撮影情報」とは、例えばカメラのγ特性（入力光量対出力電圧比）やレンズ焦点
距離のようなカメラ固有の情報と、フォーカス距離、ＥＶ値、照明の種類（色温度）、ス
トロボ使用有無のように撮影環境や撮影者の操作によって１回の撮影毎に異なる情報の両
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　より具体的には、撮影により取得したデジタル画像データに撮影情報を付与する機能を
有するデジタルカメラにより取得されたデジタル画像データと撮影情報のセットを、画像
ファイルとして所定の記憶媒体に記憶し、その記憶媒体から読み込んだ画像ファイルに含
まれる撮影情報を使用して、読み込んだ画像ファイルに含まれるデジタル画像データの画
質を高めるための画像処理を行い、画像処理されたデジタル画像データを再生することを
特徴とする。



方を含むものとする。前者の（カメラ固有の）情報は無条件に撮影情報として付与される
ものであり、撮影者はその情報を変更することはできない。一方、後者の情報は撮影者が
何らかの操作を行うことにより意図的に決定することができるものである。
【０００９】
また、デジタルカメラの中には、露出などの設定値としてではなく、より曖昧な表現で撮
影者の意図を指定することができるものがある。例えば夕陽を背景にして撮影する場合に
は夕陽モード、人物を撮影する際にはポートレートモードというようにモード設定ができ
、設定されたモードに基づいて自動的に露出などが設定されるカメラなどがある。このよ
うなカメラの場合には、このようなモード情報も撮影情報としてデジタル画像データに付
与するのがよい。これにより、例えば撮影者が夕陽らしく仕上げたいと思う写真について
は、画像処理において夕陽仕上げを施して、撮影者のイメージ通りの夕陽のプリントを提
供することができる。同様に、雪の質感を出したい写真については雪仕上げ、風景らしさ
を出したい写真については風景仕上げ、人物の顔色（肌の色）をきれいに出したい写真に
ついてはポートレート仕上げ、白黒写真にしたい写真については白黒仕上げというように
、それぞれ撮影情報に基づいて最適な画像処理を施すことにより、撮影者の意図通りに写
真を再生することができる。
【００１０】
あるいは、逆に、デジタル画像データに対して一切画像処理を加えないことを望むユーザ
もいるため、カメラの機能として、画像処理が不要であることを示す無補正指定ができる
場合もある。この場合には、この無補正を指定する情報を撮影情報に含めればよい。
【００１１】
また「撮影により取得したデジタル画像データに撮影情報を付与する」とは、画像データ
と撮影情報とからなるファイルフォーマットを定め、画像データを撮影情報とともにその
ようなフォーマットのファイルとして、例えばカメラの内蔵メモリあるいはカードメモリ
などに記憶することである。
【００１２】
なお、ここで前記「所定の記憶媒体」は、カメラに付属する上記内蔵メモリなどの他、写
真のラボシステムの画像サーバあるいはパソコンに接続されるハードディスクなどを意味
する。この場合カメラに付属するメモリからそのような大容量記憶媒体への画像データの
複写はカードリーダやケーブル接続などにより行うことができる。
【００１３】
また、「前記デジタル画像データの画質を高めるための画像処理」とは、与えられた条件
にしたがって所定のアルゴリズムに基づく演算を行うことなどであり、例えば階調や色の
補正を行うためのルックアップテーブルを求めることなどを意味する。この場合、「前記
撮影情報を使用して前記デジタル画像データの画質を高めるための画像処理を行う」とは
最適なテーブルを求めるための演算で撮影情報を使用するということである。
【００１４】
　

【００１５】
　ここで「画像処理の各種処理条件を 付与
する」とは、例えば上記階調や色の補正の場合、演算により求められたルックアップテー
ブル（ＬＵＴ）をデジタル画像データに付与することなどを意味する。これにより、「デ
ジタル画像データの画質を高めるための画像処理を行う」場合には演算を行わずにそのル
ックアップテーブルでデジタル画像データを変換すればよいため、演算量を減らすことが
できる。
【００１６】
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さらに、上記本発明の画像再生方法では、前記画像処理を行った後に、その画像処理の
各種処理条件を前記記憶媒体に記憶されている画像ファイルに付与しておき、後に、その
処理条件が付与された画像ファイルを前記記憶媒体から読み込み、該画像ファイルに含ま
れる前記処理条件を使用して、その画像ファイルに含まれるデジタル画像データの画質を
高めるための画像処理を行って、画像処理されたデジタル画像データを再生してもよい。

前記記憶媒体に記憶されている画像ファイルに



　

【００１７】

　

【００１８】
　本発明による画像処理方法は、撮影により取得したデジタル画像データに撮影情報を付
与する機能を有するデジタルカメラにより前記撮影情報が付与されたデジタル画像データ
を得、
　前記撮影情報が付与されたデジタル画像データを所定の記憶媒体に記憶し、
　前記記憶媒体に記憶されたデジタル画像データに対し、該デジタル画像データに付与さ
れた前記撮影情報を使用して前記デジタル画像データの画質を高めるための画像処理を行
うことを特徴とするものである。

【００１９】
なお、前記撮影情報としては、撮影者の意図を前記画像処理に反映させるモード情報およ
び前記画像処理が不要であることを示す無補正指定情報を含むことが好ましい。
【００２０】
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　本発明の画像再生装置は、撮影により取得したデジタル画像データに撮影情報を付与す
る機能を有するデジタルカメラにより取得され所定の記憶媒体に記憶された、撮影情報が
付与されたデジタル画像データを再生する画像再生装置であって、そのデジタル画像デー
タに付与された撮影情報を使用して前記デジタル画像データの画質を高めるための画像処
理を行う画像処理手段と、画像処理手段により処理されたデジタル画像データを再生する
再生手段とを有することを特徴とする。

より具体的には、本発明の画像再生装置は、撮影により取得したデジタル画像データに
撮影情報を付与する機能を有するデジタルカメラにより取得され、撮影情報とデジタル画
像データがセットになった画像ファイルとして所定の記憶媒体に記憶されたデジタル画像
データを再生する画像再生装置であって、記憶媒体から読み込んだ画像ファイルに含まれ
る撮影情報を使用して、読み込んだ画像ファイルに含まれるデジタル画像データの画質を
高めるための画像処理を行う画像処理手段と、画像処理手段により処理されたデジタル画
像データを再生する再生手段とを有することを特徴とする。
　この際、前記画像処理手段を、記憶媒体から読み込んだ画像ファイルに含まれる撮影情
報を使用して、前記読み込んだ画像ファイルに含まれるデジタル画像データの画質を高め
るための画像処理を行った後、該画像処理の各種処理条件を前記記憶媒体に記憶されてい
る画像ファイルに付与する第１の処理と、前記処理条件が付与された画像ファイルを前記
記憶媒体から読み込み、該画像ファイルに含まれる前記処理条件を使用して、該画像ファ
イルに含まれるデジタル画像データの画質を高めるための画像処理を行う第２の処理を実
行する手段としてもよい。撮影情報、処理条件などについては画像再生方法の説明に記載
したとおりである。

　また、本発明のデジタルカメラは、上記本発明の画像再生方法においてデジタル画像デ
ータの取得に用いられるカメラであり、撮影により取得したデジタル画像データに撮影情
報を付与する撮影情報付与手段を有することを特徴とするものである。

より具体的には、メモリを備え、撮影により取得したデジタル画像データに撮影情報を
付与し、前記デジタル画像データと前記撮影情報のセットを画像ファイルとして前記メモ
リに記憶する撮影情報付与手段を有することを特徴とするものである。撮影情報について
は画像再生方法の説明に記載したとおりである。

　より具体的には、撮影により取得したデジタル画像データに撮影情報を付与する機能を
有するデジタルカメラにより取得されたデジタル画像データと撮影情報のセットを、画像
ファイルとして所定の記憶媒体に記憶し、記憶媒体から読み込んだ画像ファイルに含まれ
る撮影情報を使用して、読み込んだ画像ファイルに含まれるデジタル画像データの画質を
高めるための画像処理を行うことを特徴とするものである。

　さらに、上記本発明の画像処理方法では、画像処理を行った後、該画像処理の各種処理
条件を前記記憶媒体に記憶されている画像ファイルに付与しておいて、後に、その処理条
件が付与された画像ファイルを前記記憶媒体から読み込み、画像ファイルに含まれる処理
条件を使用して、画像ファイルに含まれるデジタル画像データの画質を高めるための画像



【００２１】

【００２２】

【００２３】
【発明の効果】
本発明の画像再生方法および装置は、撮影時に、デジタルカメラにより取得したデジタル
画像データに撮影条件を表す撮影情報を付与し、再生時にその撮影情報を使用して画質を
高めるための画像処理を行うようにしたので、撮影条件を考慮した再生のための画像処理
ができ、テストプリントを繰り返すことなく最適な仕上がりのプリントを容易に得ること
ができる。
【００２４】
さらにデジタルカメラ側のみならず画像再生装置側でも、演算などにより求められた最適
な画像処理条件をその画像データに付与するようにしているので、一度画像処理条件が求
められた画像データについては、それ以降はその情報を参照するだけでよく、演算のため
に時間を費やすことがなくなる。
【００２５】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の一実施の形態について図面を参照して説明する。図１は、本発明の一実施
の形態を示す図であり、デジタルカメラにより取得された画像データをプリントなどとし
て再生するラボシステムの概要が示されている。
【００２６】
デジタルカメラ１は従来のデジタルカメラと同様、撮影を行うための光学系などの撮像部
４と、自動露出処理を行うためのＡＥ処理部５とを有している。ここで、撮像部４には例
えばオートフォーカス機能などの機能も含まれるものとするが、このような機能の有無あ
るいは機能のレベルは機種毎に異なるものとする。
【００２７】
本発明のデジタルカメラ１は、これに加えさらに撮影情報付与部６を有することを特徴と
する。撮影情報付与部６は撮影により取得されたデジタル画像データに種々の撮影情報を
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処理を行うようにしてもよい。なお、撮影情報や処理条件については、前述の画像再生方
法の説明に記載したとおりである。

　本発明の画像処理装置は、撮影により取得したデジタル画像データに撮影情報を付与す
る機能を有するデジタルカメラにより取得され所定の記憶媒体に記憶された、撮影情報が
付与されたデジタル画像データを処理する画像処理装置であって、そのデジタル画像デー
タに付与された撮影情報を使用して前記デジタル画像データの画質を高めるための画像処
理を行う画像処理手段を有することを特徴とするものである。
　より具体的には、撮影により取得したデジタル画像データに撮影情報を付与する機能を
有するデジタルカメラにより取得され、撮影情報とデジタル画像データがセットになった
画像ファイルとして所定の記憶媒体に記憶されたデジタル画像データを画像処理する装置
であって、記憶媒体から読み込んだ画像ファイルに含まれる撮影情報を使用して、読み込
んだ画像ファイルに含まれるデジタル画像データの画質を高めるための画像処理を行う画
像処理手段を有することを特徴とするものである。
　この際、画像処理手段を、記憶媒体から読み込んだ画像ファイルに含まれる撮影情報を
使用して、読み込んだ画像ファイルに含まれるデジタル画像データの画質を高めるための
画像処理を行った後、その画像処理の各種処理条件を前記記憶媒体に記憶されている画像
ファイルに付与する第１の処理と、その処理条件が付与された画像ファイルを記憶媒体か
ら読み込み、その画像ファイルに含まれる処理条件を使用して、その画像ファイルに含ま
れるデジタル画像データの画質を高めるための画像処理を行う第２の処理を実行する手段
としてもよい。撮影情報、処理条件などについては画像再生方法の説明に記載したとおり
である。

　なお、上記本発明のデジタルカメラは、本発明の画像処理方法においてデジタル画像デ
ータを取得する際にも用いられる。



付与するものであるが、ここで付与される情報としては例えば以下のようなものがある。
【００２８】
まず、カメラ固有の情報として、カメラの入力光量に対する出力電圧の比を表すγ特性が
挙げられる。γ特性は写真のコントラストに影響し、高価格なカメラと廉価版のカメラで
はそのγ特性は異なることが多い。この他、カメラ固有の撮影情報としては、例えばレン
ズ焦点距離やレンズのＦ値などがある。
【００２９】
また、カメラ側で行われたＡＥ処理の内容も撮影情報として付与することが望ましい。一
般的に行われているＡＥ処理としては、例えば平均値処理、ピーク値処理、マルチパター
ン処理などが知られている。この場合撮影情報としては、このような処理のうちどの処理
が行われたかという情報、あるいはその処理において用いられたパラメータなどを付与す
るものとする。同様に被写体の明るさそのものを示すＥＶ値も撮影情報として付与するこ
とが望ましい。
【００３０】
但し、露出が自動ではなくマニュアルで行われた場合には、マニュアルで設定された各種
設定値を撮影情報として付与するのがよい。これにより、例えば明るい雰囲気の写真にし
たいとか暗い雰囲気の写真にしたいとか、シャープな写真にしたいとか柔らかい感じにし
たいとかいった撮影者の意図が撮影情報に反映されることとなり、プリント時に撮影者の
意図を尊重した画像処理を行うことができる。
【００３１】
また、デジタルカメラの中には、露出などの設定値としてではなく、より曖昧な表現で撮
影者の意図を指定することができるものがある。例えば夕陽を背景にして撮影する場合に
は夕陽モード、人物を撮影する際にはポートレートモードというようにモード設定ができ
、設定されたモードに基づいて自動的に露出などが設定されるカメラなどがある。このよ
うなカメラの場合には、このようなモード情報も撮影情報としてデジタルカメラに付与す
るのがよい。これにより、例えば撮影者が夕陽らしく仕上げたいと思う写真については、
画像処理において夕陽仕上げを施して、撮影者のイメージ通りの夕陽のプリントを提供す
ることができる。同様に、雪の質感を出したい写真については雪仕上げ、風景らしさを出
したい写真については風景仕上げ、人物の顔色（肌の色）をきれいに出したい写真につい
てはポートレート仕上げ、白黒写真にしたい写真については白黒仕上げというように、そ
れぞれ撮影情報に基づいて最適な画像処理を施すことにより、撮影者の意図通りに写真を
再生することができる。
【００３２】
あるいは、逆に、サービス店において一切補正処理を加えないことを望むユーザもいるた
め、カメラの機能として、補正が不要であることを示す無補正指定ができる場合もある。
この場合には、この無補正という指定を撮影情報に含めればよい。
【００３３】
さらに、高機能なカメラでは、カメラの機能としてトリミング指定ができる場合も考えら
れる。このような場合には、カメラの機能により指定された大まかな情報（例えば写真中
の人物１人のトリミングか、あるいは２人のトリミングかといった指定）のみを撮影情報
に含め、細かい範囲指定についてはサービス店に一任するというようにすればよい。
【００３４】
さらに、フォーカス距離、フォーカス位置なども画像処理の際の重要な情報となるため、
撮影情報として付与するのがよい。例えば、プリント時の画像処理では、主要被写体の画
質を特に高めるために主要被写体の抽出処理を行うことがあるが、フォーカスに関する情
報が撮影情報として付与されていれば、ピントが合わせられた部分に主要被写体があると
判断することができるため、複雑な抽出処理を行う必要がなくなる。
【００３５】
また、撮影時の周囲光の種類や強さを画像処理に反映させるためには、色温度センサや露
出計などにより得られる照明条件、ストロボ使用有無、屋外撮影の場合には撮影時の天候
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などを撮影情報として付与することが望ましい。
【００３６】
なお、この他、例えば撮影年月日や撮影時刻、あるいは写真のテーマタイトルなどの情報
を撮影情報の一種として画像データに付与することも可能である。
【００３７】
撮影情報付与部６は、上記のような撮影情報を、カメラ固有の値については出荷時の設定
により、また撮影毎に変わる撮影条件については必要に応じて撮像部４あるいはＡＥ処理
部５からデータを受信することにより取得し、それを所定のデータフォーマットに組み立
てた後、画像データに付与する。具体的には、画像データが取得され内蔵メモリあるいは
カードメモリなどに記憶される際に、その画像データ８を撮影情報９とセットで１つの画
像ファイル７として記憶するようにする。
【００３８】
デジタルカメラにおいてメモリに記憶されたデジタル画像データは、カードリーダやケー
ブルを介して画像サーバ２に記憶される。ここで画像サーバ２へのデータの複写方法は、
ネットワークなども含め通常用いられているあらゆるデータ複写方法を用いることができ
る。
【００３９】
一方、本実施の形態における画像再生装置３は、上記画像サーバ２に蓄積された画像ファ
イル７を順次再生処理するものであり、各画像ファイル７の画像データに対し画質を高め
るための画像処理を施すセットアップ処理部 11と、セットアップされた画像データをプリ
ント 14として出力するためのプリンタ 12、あるいはモニタ 15に表示するための表示インタ
フェース 13などからなる。上記撮影情報９はこのうちセットアップ処理部 11において演算
に直接使用されたり、所定の処理を行うか否かの判定に使用されたりする。
【００４０】
ここで、セットアップ処理部 11は、撮影情報９に基づいて所定のアルゴリズムにしたがっ
て演算を行い、最適な画像処理条件を求めて画像処理を行うものであるが、この際画像処
理の処理条件 10をさらに画像データ８に付与してもよい。これにより、例えば写真の焼き
増しなどのためにプリントを行う場合に再度演算を行う必要がなくなり、時間およびコス
トの節約を図ることができる。また、プリントはモニタ表示に比べてより高い画質が要求
されるため、プリントに合わせて一旦画像処理条件を求めて記憶しておけば、以降その画
像データをモニタ表示する場合にはその情報を利用して短時間で高画質な画像を表示する
ことができる。
【００４１】
以上、プリントにおいて特に高画質が要求されることからラボシステムを例に説明したが
、本発明は例えばパソコンで画像を鑑賞する場合などにも適用できるものである。すなわ
ち上記ラボシステムと同様にパソコンにおいて撮影情報９を利用した画像処理を行うこと
によりモニタ上に高画質な写真画像を表示することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の一実施の形態を示す図
【符号の説明】
１　デジタルカメラ
２　画像サーバ
３　画像再生装置
４　撮像部
５　ＡＥ処理部
６　撮影情報付与部
７　画像ファイル
８　画像データ
９　撮影情報
10　処理条件
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11　セットアップ処理部
12　プリンタ
13　表示インタフェース
14　プリント
15　モニタ

【 図 １ 】
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