
JP 5577623 B2 2014.8.27

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被写体像を撮像して画像信号を出力する撮像素子と、
　前記画像信号に後処理を施して画像データを生成し、撮像を行った撮像装置の情報を含
むメタデータを前記画像データに添付した画像ファイルを作成する画像処理部と、
　前記画像ファイルを記録する記録部とを備え、
　前記メタデータは、前記後処理に関する情報を含み、
　前記画像処理部は、前記記録部に記録されている画像ファイルを読み出し、読み出した
画像ファイルに含まれる画像データに対して前記後処理を１回以上実行し、この１回以上
の後処理を実行して得られる画像データに前記メタデータを添付して、新たな画像ファイ
ルを生成し、前記記録部は、前記新たな画像ファイルを記録し、
　前記画像信号に前記後処理を施して前記画像ファイルを作成し、かつ前記画像ファイル
を記録する工程は第１工程であり、
　前記記録部に記録された画像ファイルを読み出し、読み出した前記画像ファイルに含ま
れる画像データに対して前記後処理を１回以上施し、この１回以上の後処理を実行して得
られる画像データに前記メタデータを添付して、新たな画像ファイルを生成し、前記新た
な画像ファイルを前記記録部が記録する処理は、後処理工程であって、
　前記後処理に関する情報は、前記後処理工程を実行した回数を示す後処理工程回数、及
び前記後処理工程が行われる前の元画像ファイルに関する情報を有し、
　前記画像処理部は、前記後処理に関する情報に基づいて、前記記録部に記録された画像
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ファイルから、前記後処理が行われる前の元画像ファイルを検索することを特徴とする撮
像装置。
【請求項２】
　前記メタデータは、撮像を行った撮像装置の機種名に関する情報である機種名ＩＤ、前
記撮像装置のシリアル番号、及び前記撮像装置の通算撮影枚数を含み、
　前記後処理に関する情報は、元画像のフォルダ番号、ファイル番号、及びファイル種別
を含み、
　前記画像処理部は、後処理後の画像ファイルに対応する元画像ファイルを検索するとき
、前記記録部に記録された画像ファイルの中から、前記機種名ＩＤ、前記シリアル番号、
前記通算撮影枚数、前記フォルダ番号、前記ファイル番号、及び前記ファイル種別が前記
後処理後の画像ファイルと一致し、かつ前記後処理工程回数が前記後処理後の画像ファイ
ルよりも１だけ少ない画像ファイルを検索し、該当する画像ファイルを元画像ファイルで
あると決定する請求項１に記載の撮像装置。
【請求項３】
　前記後処理に関する情報は、前記後処理工程の内容を示す後処理情報を有することを特
徴とする請求項１又は２に記載の撮像装置。
【請求項４】
　前記後処理は、デジタルフィルタ処理、リサイズ、トリミングの少なくとも１つである
ことを特徴とする請求項１から３のいずれかに記載の撮像装置。
【請求項５】
　撮像素子で撮像して得られた画像信号に後処理を施して画像データを生成するステップ
と、
　撮像を行った撮像装置の情報と、前記後処理に関する情報とを含むメタデータを生成す
るステップと、
　前記画像データと前記メタデータとを含む画像ファイルを作成して記録部に記録するス
テップと、
　前記記録部に記録されている画像ファイルを読み出すステップと、
　前記読み出した画像ファイルに含まれる画像データに対して前記後処理を１回以上実行
するステップと、
　前記１回以上の後処理に関する情報を含むメタデータを生成するステップと、
　前記１回以上の後処理を実行して得られる画像データに前記メタデータを添付して、新
たな画像ファイルを生成するステップと、
　前記新たな画像ファイルを前記記録部に記録させるステップと、
　前記後処理に関する情報に基づいて、前記後処理工程が行われる前の元画像ファイルを
検索するステップとを備え、
　前記画像信号に前記後処理を施して前記画像ファイルを作成し、かつ前記画像ファイル
を記録する工程は第１工程であり、
　前記記録部に記録された画像ファイルを読み出し、読み出した前記画像ファイルに含ま
れる画像データに対して前記後処理を１回以上施し、この１回以上の後処理を実行して得
られる画像データに前記メタデータを添付して、新たな画像ファイルを生成し、前記新た
な画像ファイルを前記記録部が記録する処理は、後処理工程であって、
　前記後処理に関する情報は、前記後処理工程を実行した回数を示す後処理工程回数、及
び前記後処理工程が行われる前の元画像ファイルに関する情報を有する画像ファイル生成
方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、デジタルフィルタ処理などの後処理が可能な撮像装置に関し、特に、後処理
工程前の画像データを含む元画像ファイルの検索に関する。
【背景技術】
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【０００２】
　特許文献１のように、撮像により得られた画像にデジタルフィルタ処理などの後処理工
程を経て画像を加工する機能を有する撮像装置が提案されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０００－１８２０４４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかし、後処理工程前の画像データを含む元画像ファイル（後処理を施す前の画像ファ
イル）を見つけ出すのが困難な場合がある。
【０００５】
　したがって本発明の目的は、後処理工程前の画像データを含む元画像ファイルの検索可
能な撮像装置または画像ファイルを提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明に係る撮像装置は、撮像素子と、撮像素子で撮像して得られた画像信号に画像処
理を施して画像データを生成し、画像データに、撮像を行った撮像装置の情報を含むメタ
データを添付した画像ファイルを記録部に記録する画像処理部とを備え、メタデータは、
画像処理部が行う画像データに対応した画像を加工する後処理に関する情報を含み、後処
理に関する情報は、画像処理部が、記録部に記録された画像ファイルを読み出し、読み出
した画像ファイルに含まれる画像データに対して後処理を１回以上施し、１回以上の後処
理の後に生成された新たな画像ファイルを記録部に記録する後処理工程の回数を示す後処
理工程回数、及び後処理工程が行われる前の元画像ファイルに関する情報を有する。
【０００７】
　記録部に記録された画像ファイルが多い場合など、後処理工程を経た画像データを含む
画像ファイルの元画像ファイルを見つけ出すのが困難な場合があるが、画像ファイルに添
付されたメタデータに含まれる撮像装置の情報や後処理に関する情報に基づいて、撮像装
置やパソコン上で、簡単に且つ正確に元画像ファイルを見つけ出すことが可能になる。
【０００８】
　好ましくは、後処理に関する情報は、後処理工程の内容を示す後処理情報を有する。
【０００９】
　かかる後処理情報を見れば、後処理工程の内容を正確に把握することが可能になる。
【００１０】
　また、好ましくは、画像処理部は、画像ファイルに含まれるメタデータに基づいて、後
処理工程が行われる前の元画像ファイルを検索する。
【００１１】
　撮像装置において、後処理工程、及び後処理工程前の元画像ファイルの検索を完結させ
ることが可能になる。
【００１２】
　また、好ましくは、撮像装置の情報は、撮像装置の機種名、シリアル番号、及び通算撮
影枚数に関する情報を有する。
【００１３】
　通算撮影枚数など、使用者により改竄不可能な情報を使えば、ファイル名など使用者に
より改竄可能な情報だけに基づく形態に比べて、正確に元画像ファイルを検索することが
可能になる。
【００１４】
　また、好ましくは、後処理は、デジタルフィルタ処理、リサイズ、トリミングの少なく
とも１つである。
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【００１５】
　本発明に係る画像ファイルは、撮像素子で撮像して得られた画像信号に画像処理を施し
て生成された画像データと、撮像を行った撮像装置の情報を含むメタデータとを備え、メ
タデータは、画像処理部が行う画像データに対応した画像を加工する後処理に関する情報
を含み、後処理に関する情報は、記録部に記録された画像ファイルを読み出し、読み出し
た画像ファイルに含まれる画像データに対して後処理を１回以上施し、１回以上の後処理
の後に生成された新たな画像ファイルを記録部に記録する後処理工程の回数を示す後処理
工程回数、及び後処理工程が行われる前の元画像ファイルに関する情報を有する。
【００１６】
　記録部に記録された画像ファイルが多い場合など、後処理工程を経た画像データを含む
画像ファイルの元画像ファイルを見つけ出すのが困難な場合があるが、画像ファイルに添
付されたメタデータに含まれる撮像装置の情報や後処理に関する情報に基づいて、撮像装
置やパソコン上で、簡単に且つ正確に元画像ファイルを見つけ出すことが可能になる。
【発明の効果】
【００１７】
　以上のように本発明によれば、後処理工程前の画像データを含む元画像ファイルの検索
可能な撮像装置または画像ファイルを提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】本実施形態における撮像装置の構成図である。
【図２】後処理を施す前の画像ファイルのファイル構造を示す図である。
【図３】撮影直後の画像処理において後処理を施した画像ファイルのファイル構造を示す
図である。
【図４】後処理情報のファイル構造を示す図である。
【図５】記録部から読み出し、後処理を施した画像ファイルのファイル構造を示す図であ
る。
【図６】後処理後の画像ファイルに対応する元画像ファイルを検索する手順を示すフロー
チャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　以下、本実施形態について、図を用いて説明する。本実施形態における撮像装置１０は
、撮像素子１１、画像処理部１３、操作部１４、表示部１５、記録部１６、及びカメラ制
御部１７を有するデジタルカメラである（図１参照）。
【００２０】
　被写体からの反射光はレンズ（不図示）を介して入射し、撮像素子１１で撮像される。
画像処理部１３は、撮像で得られた画像信号に所定の画像処理を施して画像データを生成
し、画像データに対応する画像を表示部１５に表示する。また、画像処理部１３は、該画
像データを含む画像ファイルを、記録部（記録媒体）１６に記録する。カメラ制御部１７
は、画像処理部１３など撮像装置１０の各部の制御を行う。
【００２１】
　また、使用者が操作部１４を使って所定の操作（第１操作）を行った場合に、画像処理
部１３は、撮影直後の画像処理時に画像データに対してデジタルフィルタ処理を施し記録
部１６に記録する、または、記録部１６に記録された画像ファイルを読み出し、読み出し
た画像データに対してデジタルフィルタ処理を施す。本実施形態では、画像データに対し
てデジタルフィルタ処理を施すことを、後処理と定義する。
【００２２】
　次に、記録部１６に記録する画像ファイルの詳細について説明する。後処理を行わなか
った場合、画像処理部１３は、画像データに、標準メタデータと、専用メタデータとして
、撮像装置１０の機種名に対応するＩＤ番号：Ｍ、シリアル番号：Ｓ、通算撮影枚数：Ｒ
、後処理工程回数：Ｎ（＝０）を添付した画像ファイルを生成し、該画像ファイルを記録
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部１６に記録する（図２参照）。
【００２３】
　通算撮影枚数：Ｒは、撮像装置１０が製造されてから、レリーズスイッチをオン状態に
して撮像動作を行った回数である。
【００２４】
　後処理工程は、画像処理部１３が、撮像直後の画像処理時に画像データに対して後処理
を１回以上施し、該１回以上の後処理後に生成された新たな画像ファイルを記録部１６に
記録する第１工程、及び画像処理部１３が、記録部１６に記録された画像ファイルを読み
出し、読み出した画像ファイルに含まれる画像データに対して後処理を１回以上施し、該
１回以上の後処理後に生成された新たな画像ファイルを記録部１６に記録する第２工程で
あると定義し、後処理工程回数：Ｎは、第２工程の回数と定義する。
【００２５】
　撮影直後に得られる画像ファイルは、第１工程が行われても行われなくても、後処理工
程回数：Ｎが０に設定される（Ｎ＝０）。第２工程が行われる度に、すなわち、画像処理
部１３が、記録部１６に記録された画像ファイルを読み出し、読み出した画像ファイルに
含まれる画像データに後処理を１回以上施し、新たな画像ファイルとして記録部１６に記
録する度に、後処理工程回数：Ｎの値がインクリメントされる。
【００２６】
　撮影直後の画像処理で後処理を施した場合、すなわち第１工程が行われた場合、画像処
理部１３は、画像データに、標準メタデータと、専用メタデータとして、ＩＤ番号：Ｍ、
シリアル番号：Ｓ、通算撮影枚数：Ｒ、後処理工程回数：Ｎ（＝０）、及び後処理情報を
添付した画像ファイルを生成し、該画像ファイルを記録部１６に記録する（図３参照）。
【００２７】
　後処理情報は、後処理工程の内容として、デジタルフィルタ処理のフィルタ項目、フィ
ルタ項目それぞれにおけるパラメータ種別、及びパラメータ種別それぞれにおけるパラメ
ータ値を有する（図４参照）。複数回のデジタルフィルタ処理が行われた場合には、デジ
タルフィルタ処理を行った順に、フィルタ項目などが後処理情報として書き込まれる。
【００２８】
　例えば、全体をぼかしたやわらかい画像に仕上げるデジタルフィルタ処理の場合、フィ
ルタ項目：ソフト、フィルタ項目：ソフトに対応したパラメータ種別（ソフトフォーカス
度合いとシャドーぼかし度合い）、及びパラメータ種別それぞれにおけるパラメータ値（
ソフトフォーカス度合いに対応した数値と、シャドーぼかし度合いの有無）が書き込まれ
る。
【００２９】
　また、古い写真のような画像に仕上げるデジタルフィルタ処理の場合、フィルタ項目：
レトロ、フィルタ項目：レトロに対応したパラメータ種別（調色と縁取り）、及びパラメ
ータ種別それぞれにおけるパラメータ値（調色の度合いに対応した数値や、縁取りの度合
いや有無に対応した数値）が書き込まれる。
【００３０】
　従って、撮影直後の画像処理で、最初にフィルタ項目：ソフトに対応したデジタルフィ
ルタ処理を施し、次にフィルタ項目：レトロに対応したデジタルフィルタ処理を施した場
合には、後処理情報として、１回目のフィルタ処理のフィルタ項目に“ソフト”、パラメ
ータ種別１－（１）に“ソフトフォーカス度合い”、パラメータ種別１－（２）に“シャ
ドーぼかし度合い”、１－（１）のパラメータ値に“ソフトフォーカス度合いに対応した
数値”、１－（２）のパラメータ値に“シャドーぼかしの有無”が書き込まれ、２回目の
フィルタ処理のフィルタ項目に“レトロ”、パラメータ種別２－（１）に“調色”、パラ
メータ種別２－（２）に“縁取り”、２－（１）のパラメータ値に“調色度合いに対応し
た数値”、２－（２）のパラメータ値に“縁取りの度合いや有無に対応した数値”が書き
込まれる。
【００３１】
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　記録部１６から画像ファイルを読み出し、読み出した画像ファイルに含まれる画像デー
タに後処理を施した場合、すなわち第２工程が行われた場合、画像処理部１３は、画像デ
ータに、標準メタデータと、専用メタデータとして、ＩＤ番号：Ｍ、シリアル番号：Ｓ、
通算撮影枚数：Ｒ、後処理工程回数：Ｎ（≧０）、元画像ファイルの情報、及び後処理情
報を添付した画像ファイルを生成し、該画像ファイルを記録部１６に記録する（図５参照
）。
【００３２】
　元画像ファイルは、後処理を施すために記録部１６から読み出しされた画像ファイル、
すなわち最新の後処理工程（第２工程）が行われる前の画像データを含む画像ファイルで
ある。元画像ファイルの情報として、元画像ファイルのフォルダ番号：Ｆ１、ファイル番
号：Ｆ２、及びファイル種別ＩＤ：Ｆ３を有する。ＤＣＦ（Design rule for Camera Fil
e system）規格など特定の規格に準拠したフォルダやファイルの構成である場合には、フ
ォルダ名（またはファイル名）の少なくとも一部が、フォルダ番号：Ｆ１（またはファイ
ル番号：Ｆ２）に含まれていれば、フォルダ名やファイル名を特定することが出来る。フ
ァイル種別ＩＤ：Ｆ３は、画像ファイルのファイル形式に関連する情報である（例えば、
ＪＰＥＧ形式の場合にＪＰＧなど）。
【００３３】
　例えば、図２で示されるファイル構造を有する元画像ファイル（フォルダ名：１００Ａ
ＢＣＤＥ、ファイル名：ＩＭＧＰ０００１．ＪＰＧ）の画像データが、１回の後処理工程
（第２工程）を経た場合には、図５に示されるファイル構造を有する画像ファイル、すな
わち、機種名ＩＤ：Ｍ、シリアル番号：Ｓ、及び通算撮影枚数：Ｒが、元画像ファイルと
同じ値で、後処理工程回数：Ｎ＝１、元画像フォルダ番号：Ｆ１＝１００、元画像ファイ
ル番号：Ｆ２＝０００１、元画像ファイル種別：Ｆ３＝ＪＰＧと、後処理工程の内容を示
す後処理情報を有する専用メタデータと、後処理後の画像データを含む画像ファイルが生
成される。
【００３４】
　本実施形態では、専用メタデータが、後処理工程（第２工程）を経た画像データを含む
画像ファイルの元画像ファイル（該後処理工程を経る前の画像データを含む画像ファイル
）を検索するために使用される。すなわち、後処理工程（第２工程）を経た画像データに
基づく画像が表示部１５に表示された状態で、使用者が操作部１４を使って所定の操作（
第２操作）を行った場合に、画像処理部１３は、記録部１６に記録されたファイルの中か
ら、表示中の画像に対応した画像ファイルの元画像ファイルを検索する（図６のステップ
Ｓ２０参照）。具体的には、画像処理部１３は、表示中の画像に対応した画像ファイルに
含まれる専用メタデータに基づいて、記録部１６に記録されたファイルの中から、フォル
ダ番号：Ｆ１に対応するフォルダ名、ファイル番号：Ｆ２に対応するファイル名、ファイ
ル種別ＩＤ：Ｆ３に対応するファイル形式が一致し、且つ機種名ＩＤ：Ｍ、シリアル番号
：Ｓ、及び通算撮影枚数：Ｒが同じで、後処理工程回数：Ｎが１だけ少ない専用メタデー
タを含む画像ファイルを検索し、見つかった場合には、これが元画像ファイルであるとし
て、表示部１５に表示する。
【００３５】
　次に、元画像ファイルを検索する手順を、図６のフローチャートを用いて説明する。使
用者が操作部１４を使って、記録部１６に記録された画像ファイルの１つに基づく画像を
表示部１５に表示させ、後処理の項目を選択するためのメニュー表示指示を行うと、かか
る検索処理手順が開始され、ステップＳ１１で、画像処理部１３は、表示中の画像に対応
した画像ファイルに含まれる標準メタデータや専用メタデータを読み込む。
【００３６】
　ステップＳ１２で、画像処理部１３は、読み込んだ標準メタデータ、専用メタデータな
どに基づいて、表示中の画像に対応する画像ファイルが、後処理可能なものであるか否か
を判断する。具体的には、画像処理部１３は、異なる機種で撮像して得られた画像ファイ
ル、動画ファイルなど、画像処理部１３で行う後処理の対象として想定していないファイ
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ルを、後処理不可能なものとして除外する。後処理不可能であると判断した場合には、ス
テップＳ１３に進められ、後処理可能と判断した場合には、ステップＳ１４に進められる
。
【００３７】
　ステップＳ１３で、画像処理部１３は、表示中の画像に対応する画像ファイルは、撮像
装置１０における後処理の対象に出来ない旨を示すメッセージを表示部１５に表示し、検
索処理手順を終了する。
【００３８】
　ステップＳ１４で、画像処理部１３は、読み込んだ専用メタデータに基づいて、表示中
の画像ファイルに含まれる画像データが後処理工程（第１、第２工程）を経たものである
か否かを判断する。具体的には、画像処理部１３は、専用メタデータに、後処理情報が含
まれるか否かを判断する。後処理情報が含まれる場合には、後処理工程を経た画像データ
であるとして、ステップＳ１５に進められる。後処理情報が含まれない場合には、後処理
工程を経ていない画像データであるとして、ステップＳ１９に進められる。
【００３９】
　ステップＳ１５で、画像処理部１３は、読み込んだ専用メタデータに基づいて、表示中
の画像に対応する画像ファイル（以下、「後処理後の画像ファイル」とする）の後処理工
程回数：Ｎが０か否かを判断する。後処理工程回数：Ｎが０である場合には、第１工程が
行われたが、第２工程が行われていない画像ファイルであるとして、ステップＳ１６に進
められ、０でない場合には、少なくとも第２工程が１回以上行われた画像ファイルである
として、ステップＳ１７に進められる。
【００４０】
　ステップＳ１６で、後処理工程回数：Ｎが０である、すなわち、元画像ファイルが存在
しない（後処理後の画像ファイルについて、後処理工程を経る前の画像ファイルが存在し
ない）ため、画像処理部１３は、元画像ファイルの検索指示を無効化する。
【００４１】
　ステップＳ１７で、後処理工程回数：Ｎが０でない、すなわち、元画像ファイルが存在
し得る（後処理後の画像ファイルについて、後処理工程を経る前の画像ファイルが存在し
得る）ため、画像処理部１３は、元画像ファイルの検索指示を有効化する。
【００４２】
　ステップＳ１８で、画像処理部１３は、表示部１５に、処理項目を選択するためのメニ
ューを表示する。メニュー表示では、後処理の設定操作の終了、後処理後の画像ファイル
に含まれる画像データについて更なる後処理、及び元画像ファイルの検索のいずれかが選
択可能な状態にされる。ただし、ステップＳ１６で、元画像ファイルの検索指示を無効化
された場合には、かかるメニュー表示で、画像処理部１３は、操作部１４を使って元画像
ファイルの検索が選択出来ない状態にされる。
【００４３】
　メニュー表示において、使用者が操作部１４を使って、後処理の設定操作を終了させる
指示を行った場合には、検索処理手順を終了する。後処理後の画像ファイルに含まれる画
像データについてさらに後処理を行う指示を行った場合には、ステップＳ１９に進められ
る。元画像ファイルの検索指示（第２操作）を行った場合には、ステップＳ２０に進めら
れる。
【００４４】
　ステップＳ１９で、画像処理部１３は、表示中の画像に対応する画像データについて、
具体的な後処理の内容（フィルタ項目、パラメータ種別ごとのパラメータ値）を設定する
画面表示を行う。使用者は、かかる画面表示を見ながら、操作部１４を使って、後処理の
内容を設定する（第１操作）。設定された後処理の内容に従って、画像データに対して後
処理工程（第２工程）が行われ、後処理工程（第２工程）を経た画像データや後処理情報
を含む新たな画像ファイルが生成され、記録部１６に記録される。また、後処理工程（第
２工程）を経た画像データに基づく画像が表示部１５に表示され、検索処理手順を終了す
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る。
【００４５】
　ステップＳ２０で、画像処理部１３は、画像処理部１３は、記録部１６に記録されたフ
ァイルの中から、後処理後の画像ファイルの元画像ファイルを検索する。
【００４６】
　ステップＳ２１で、画像処理部１３は、かかる検索動作の１つとして、記録部１６に記
録されたファイルの中に、後処理後の画像ファイルの専用メタデータに含まれるフォルダ
番号：Ｆ１に対応したフォルダ名のフォルダがあるか否かを判断する。かかるフォルダが
有る場合には、ステップＳ２２に進められ、無い場合には、ステップＳ２５に進められる
。
【００４７】
　ステップＳ２２で、画像処理部１３は、かかる検索動作の１つとして、記録部１６に記
録されたファイルの中に、後処理後の画像ファイルの専用メタデータに含まれるフォルダ
番号：Ｆ１に対応したフォルダ名のフォルダ内で、且つファイル番号：Ｆ２に対応したフ
ァイル名のファイルがあるか否かを判断する。かかるファイルが有る場合には、ステップ
Ｓ２３に進められ、無い場合には、ステップＳ２５に進められる。
【００４８】
　ステップＳ２３で、画像処理部１３は、かかる検索動作の１つとして、ステップＳ２２
で特定したファイルのファイル形式が、後処理後の画像ファイルの専用メタデータに含ま
れるファイル種別：Ｆ３に対応したファイル形式と一致するか否か、および特定したファ
イルの専用メタデータに含まれる機種名ＩＤ：Ｍ、シリアル番号：Ｓ、及び通算撮影枚数
：Ｒが後処理後の画像ファイルのものと同じで、後処理工程回数：Ｎが後処理後の画像フ
ァイルのものより１だけ少ないか否かを判断する。かかる条件を満たす場合には、ステッ
プＳ２４に進められ、満たさない場合には、ステップＳ２５に進められる。
【００４９】
　ステップＳ２４で、画像処理部１３は、ステップＳ２１～Ｓ２３の条件の総てを満たす
ファイルが元画像ファイルであるとして、これを表示部１５に表示し、検索処理手順を終
了する。
【００５０】
　ステップＳ２５で、画像処理部１３は、ステップＳ２１～Ｓ２３の条件の総てを満たす
ファイルが、記録部１６に存在しないことを示すメッセージを表示部１５に表示した後、
ステップＳ２６で、後処理後の画像ファイルに基づく画像の表示にして検索処理手順を終
了する。
【００５１】
　記録部１６に記録された画像ファイルが多い場合など、後処理工程を経た画像データを
含む画像ファイルの元画像ファイルを見つけ出すのが困難な場合があるが、本実施形態で
は、画像ファイルに添付された専用メタデータに含まれる撮像装置の情報（撮像装置１０
の機種名に対応するＩＤ番号：Ｍ、シリアル番号：Ｓ、通算撮影枚数：Ｒ）や後処理に関
する情報（後処理工程回数：Ｎ、後処理工程が行われる前の元画像ファイルに関する情報
：Ｆ１、Ｆ２、Ｆ３）に基づいて簡単に且つ正確に元画像ファイルを見つけ出すことが可
能になる。
【００５２】
　本実施形態では、撮像装置１０において、後処理工程、及び後処理工程前の元画像ファ
イルの検索を完結させる形態を説明したが、専用メタデータに含まれる撮像装置の情報や
後処理に関する情報を読み出しするアプリケーションソフトをインストールしたパソコン
上でも、元画像ファイルを検索する形態であってもよい。
【００５３】
　画像ファイルに、後処理工程の内容を含む後処理情報が添付されているため、かかる後
処理情報を見れば、後処理工程の内容を正確に把握することが可能になる。
【００５４】
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　特に、フォルダ名、ファイル名など、使用者により改竄可能な情報だけでなく、通算撮
影枚数など、使用者により改竄不可能な情報をも使って、元画像ファイルの検索を行うた
め、正確に元画像ファイルを検索することが可能になる。
【００５５】
　なお、本実施形態では、元画像ファイルを、後処理工程（第２工程）を行う直前の画像
データを含む画像ファイルであるとして、後処理工程回数：Ｎが１だけ少ない画像ファイ
ルを検索する形態を説明したが、元画像ファイルを、後処理工程（第２工程）を行った画
像データの元となる撮影直後に得られた画像データを含む画像ファイルであるとして、後
処理工程回数：Ｎが０の画像ファイルを検索する形態であってもよい。前者では、１工程
前の画像ファイルを順に検索することにより、撮影直後に得られた画像ファイルまで遡る
ことが可能になるが、後者では、直接的に、撮影直後に得られた画像ファイルを検索する
ことが可能になる。
【００５６】
　本実施形態では、後処理がデジタルフィルタ処理であるとして説明したが、画像データ
に対応した画像を加工する他の処理（リサイズやトリミングなど）であってもよい。
【符号の説明】
【００５７】
　１０　撮像装置
　１１　撮像素子
　１３　画像処理部
　１４　操作部
　１５　表示部
　１６　記録部
　１７　カメラ制御部

【図１】 【図２】
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