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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　装飾画像データに配置される配置画像データに対する画像処理を実行する画像処理装置
であって、
　前記配置画像データを取得する配置画像データ取得手段と、
　前記装飾画像データを取得する装飾画像データ取得手段と、
　前記配置画像データの配置位置および配置寸法と前記配置画像データに対する補正量の
度合いを表す補正レベルを規定する画質調整情報とを規定する、前記装飾画像データに関
連付けられたレイアウト制御情報を取得するレイアウト制御情報取得手段と、
　前記配置画像データの画質に関わる特性を示す特徴量を取得する特徴量取得手段と、
　前記特徴量と前記特徴量に対して設定されている基準値との偏差を解消または低減する
ように前記配置画像データに対する補正量を決定する補正量決定手段と、
　前記補正レベルによって前記決定された補正量を増減し、前記増減された補正量を用い
て、前記配置画像データに対して画質調整処理を実行する画質調整手段と、
　前記レイアウト制御情報に基づいて、前記画質調整処理が実行された配置画像データと
前記装飾画像データとを用いて出力画像データを生成する出力画像データ生成手段とを備
える画像処理装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の画像処理装置において、
　前記画質調整情報は、前記配置画像データに対する補正情報を規定する画像処理装置。
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【請求項３】
　請求項２に記載の画像処理装置において、
　前記補正情報は、前記配置画像データの画質に関わる画質調整パラメータの補正値であ
る画像処理装置。
【請求項４】
　請求項２に記載の画像処理装置において、
　前記装飾画像データは所定のテーマに関する画像データであり、
　前記補正情報は、前記所定のテーマに適合した、前記配置画像データの画質に関わる画
質調整パラメータの補正値である画像処理装置。
【請求項５】
　請求項１に記載の画像処理装置において、
　前記装飾画像データは所定のテーマに関する画像データであり、
　前記補正量決定手段は、前記配置画像データの画質に関わる複数の画質調整パラメータ
について前記補正量を決定し、
　前記補正レベルは、前記所定のテーマに適合した前記複数の画質調整パラメータについ
て規定されている画像処理装置。
【請求項６】
　請求項１に記載の画像処理装置において、
　前記配置画像データには画像処理時における画像処理条件を指定する画像処理制御情報
が関連付けられ、
　前記画質調整手段は、前記画質調整情報よりも前記画像処理制御情報を優先して、前記
配置画像データに対して画質調整処理を実行する画像処理装置。
【請求項７】
　請求項１に記載の画像処理装置において、
　前記配置画像データには画像処理時における画像処理条件を指定する画像処理制御情報
が関連づけられ、
　前記画質調整手段は、前記画像処理制御情報よりも前記画質調整情報を優先して、前記
配置画像データに対して画質調整処理を実行する画像処理装置。
【請求項８】
　請求項１に記載の画像処理装置において、
　前記配置画像データには画像処理時における画像処理条件を指定する画像処理制御情報
が関連づけられ、
　前記画質調整手段は、前記画像処理制御情報と前記画質調整情報との双方を用いて、前
記配置画像データに対して画質調整処理を実行する画像処理装置。
【請求項９】
　請求項１に記載の画像処理装置において、
　前記装飾画像データは、前記配置画像データを配置する複数の配置位置を有し、
　前記配置画像データ取得手段は、複数の前記配置画像データを取得し、
　前記レイアウト制御情報は、前記複数の前記配置画像データの配置位置および配置寸法
と前記複数の前記配置画像データに対する画質調整情報とを規定し、
　前記画質調整手段は、前記複数の前記配置画像データに対する画質調整情報を用いて、
前記装飾画像データの前記複数の配置位置に配置される前記複数の前記配置画像データに
対して画質調整処理を実行し、
　前記出力画像データ生成手段は、前記レイアウト制御情報に基づいて、前記画質調整処
理が実行された各配置画像データと前記装飾画像データとを用いて出力画像データを生成
する画像処理装置。
【請求項１０】
　請求項１または９に記載の画像処理装置において、
　前記画質調整情報を用いて実行された前記配置画像データに対する画質調整処理結果を
変更することに用いる変更手段を備える画像処理装置。
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【請求項１１】
　装飾画像データに対して配置される配置画像データに対する画像処理方法であって、
　前記配置画像データを取得し、
　前記装飾画像データを取得し、
　前記配置画像データの配置位置および配置寸法と前記配置画像データに対する補正量の
度合いを表す補正レベルを規定する画質調整情報とを規定する、前記取得された装飾画像
データに関連付けられたレイアウト制御情報を取得し、
　前記配置画像データの画質に関わる特性を示す特徴量を取得し、
　前記特徴量と前記特徴量に対して設定されている基準値との偏差を解消または低減する
ように前記配置画像データに対する補正量を決定し、
　前記補正レベルによって前記決定された補正量を増減し、前記増減された補正量を用い
て、前記配置画像データに対して画質調整処理を実行し、
　前記レイアウト制御情報に基づいて、前記画質調整処理が実行された配置画像データと
前記装飾画像データとを用いて出力画像データを生成する画像処理方法。
【請求項１２】
　装飾画像データに対して配置される配置画像データに対する画像処理を実行する画像処
理装置であって、
　前記装飾画像データは、前記配置画像データを配置する複数の配置位置を有し、
　前記装飾画像データの前記複数の配置位置について配置すべき複数の前記配置画像デー
タを選択させる配置画像データ選択手段と、
　前記複数の前記配置画像データの配置位置および配置寸法を規定し、各配置位置に配置
される配置画像データに対する補正量を前記配置位置および前記配置寸法の少なくともい
ずれかに基づいて規定する、前記装飾画像データに関連付けられたレイアウト制御情報を
取得するレイアウト制御情報取得手段と、
　前記選択された前記複数の前記配置画像データの画質に関わる特性を示す画質特性パラ
メータの値を取得する配置画像データ解析手段と、
　前記補正量に応じて前記画質特性パラメータに対して予め設定されている基準画質パラ
メータの値と前記取得された画質特性パラメータの値との偏差を解消または低減すること
によって前記選択された前記複数の前記配置画像データに対して画質調整処理を実行する
画質調整手段と、
　前記レイアウト制御情報に基づいて、前記画質調整処理が実行された各配置画像データ
と前記装飾画像データとを用いて出力画像データを生成する出力画像データ生成手段とを
備える画像処理装置。
【請求項１３】
　請求項１２に記載の画像処理装置において、
　前記補正量は、前記装飾画像データの中央に配置される配置画像データに対する補正量
が、前記装飾画像データの他の位置に配置される配置画像データに対する補正量よりも大
きくなるよう規定されており、
　前記画質調整手段は、前記補正量が大きくなるにつれて前記偏差の低減の度合いを大き
くする画質調整処理を実行する画像処理装置。
【請求項１４】
　請求項１２に記載の画像処理装置において、
　前記補正量は、最も大きな配置寸法に対応する前記配置画像データに対する補正量が、
他の配置画像データに対する補正量よりも大きくなるよう規定されており、
　前記画質調整手段は、前記補正量が大きくなるにつれて前記偏差の低減の度合いを大き
くする画質調整処理を実行する画像処理装置。
【請求項１５】
　装飾画像データに対して配置される配置画像データに対する画像処理を実行する画像処
理装置であって、
　前記装飾画像データは、前記配置画像データを配置する複数の配置位置を有し、
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　前記装飾画像データの前記各配置位置について配置すべき複数の前記配置画像データを
選択させる配置画像データ選択手段と、
　前記選択された前記複数の前記配置画像データの画質に関わる特性を示す画質特性パラ
メータの値を取得する配置画像データ解析手段と、
　前記複数の前記配置画像データの配置位置および配置寸法と各配置位置に配置される配
置画像データに対する補正の度合いとを規定する、前記装飾画像データに関連付けられた
レイアウト制御情報を取得するレイアウト制御情報取得手段と、
　前記画質特性パラメータに対して予め設定されている基準画質パラメータの値と前記取
得された画質特性パラメータの値との偏差を、前記規定されている補正の度合いに基づい
て解消または低減することにより前記配置画像データに対して画質調整処理を実行する画
質調整手段と、
　前記レイアウト制御情報に基づいて、前記画質調整処理が実行された各配置画像データ
と前記装飾画像データとを用いて出力画像データを生成する出力画像データ生成手段とを
備える画像処理装置。
【請求項１６】
　装飾画像データに対して配置される配置画像データに対する画像処理を実行する画像処
理装置であって、
　前記装飾画像データは、前記配置画像データを配置する複数の配置位置を有し、
　前記装飾画像データの前記各配置位置に配置すべき複数の前記配置画像データを選択さ
せる配置画像データ選択手段と、
前記複数の前記配置画像データの配置位置および配置寸法と各配置位置の優先順位とを規
定する、前記装飾画像データに関連付けられたレイアウト制御情報を取得するレイアウト
制御情報取得手段と、
　前記規定されている優先順位に基づいて前記選択された各配置画像データに対する画質
調整レベルを設定する画質調整レベル設定手段と、
　前記設定された画質調整レベルに応じて前記選択された各配置画像データに対して画質
調整処理を実行する画質調整手段と、
　前記レイアウト制御情報に基づいて、前記画質調整処理が実行された各配置画像データ
と前記装飾画像データとを用いて出力画像データを生成する出力画像データ生成手段とを
備える画像処理装置。
【請求項１７】
　請求項１６に記載の画像処理装置において、
　前記画質調整レベル設定手段は、前記優先順位の最も高い配置位置に配置される配置画
像データに対する補正の度合いを、他の配置位置に配置される配置画像データに対する補
正の度合いよりも大きくする画像処理装置。
【請求項１８】
　請求項１６に記載の画像処理装置において、
　前記画質調整レベル設定手段は、前記優先順位の最も高い配置位置に配置される配置画
像データに対する補正の度合いと、他の配置位置に配置される配置画像データに対する補
正の度合いとを同等にする画像処理装置。
【請求項１９】
　請求項１６に記載の画像処理装置において、
　前記選択された前記複数の前記配置画像データの画質に関わる特性を示す画質特性パラ
メータの値を取得する配置画像データ解析手段を備え、
　前記画質調整手段は、前記画質特性パラメータに対して予め設定されている基準画質パ
ラメータの値と、前記取得された画質特性パラメータの値との偏差を解消または低減する
画質調整処理を実行し、
　前記画質調整レベル設定手段は、前記優先順位の最も高い配置位置に配置される配置画
像データに対する前記偏差の低減の度合いを、他の配置位置に配置される撮像画像の配置
画像データに対する前記偏差の低減の度合いよりも大きくする画像処理装置。
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【請求項２０】
　請求項１６ないし請求項１９のいずれかに記載の画像処理装置において、 前記優先順
位は、前記配置寸法が大きくなるにつれて高くなる画像処理装置。
【請求項２１】
　請求項１６ないし請求項１９のいずれかに記載の画像処理装置において、 前記優先順
位は、前記配置位置が前記装飾画像データの中心に近くなるにつれて高くなる画像処理装
置。
【請求項２２】
　装飾画像データに対して配置される複数の配置画像データの配置位置および配置寸法を
規定するレイアウト制御情報を用いて、前記配置画像データに対する画像処理を実行する
画像処理装置であって、
　前記装飾画像データの前記各配置位置に配置すべき前記配置画像データを選択させる配
置画像データ選択手段と、
　前記各配置位置に対して優先順位を付与する優先順位付与手段と、
　前記付与された優先順位に基づいて前記選択された各配置画像データに対して画質調整
処理を実行する画質調整手段と、
　前記レイアウト制御情報に基づいて、前記画質調整処理が実行された各配置画像データ
と前記装飾画像データとを用いて出力画像データを生成する出力画像データ生成手段とを
備える画像処理装置。
【請求項２３】
　請求項２２に記載の画像処理装置において
　前記優先順位付与手段は、前記配置位置および配置寸法に基づいて優先順位を付与する
画像処理装置。
【請求項２４】
　請求項２２に記載の画像処理装置において、
　前記優先順位を入力する優先順位入力手段を備え、
　前記優先順位付与手段は、前記入力された優先順位にしたがって優先順位を付与する画
像処理装置。
【請求項２５】
　装飾画像データに対して配置される配置画像データに対する画像処理方法であって、
　前記装飾画像データは、前記配置画像データを配置する複数の配置位置を有し、
　前記装飾画像データの前記複数の配置位置について配置すべき複数の前記配置画像デー
タを選択させ、
　前記複数の前記配置画像データの配置位置および配置寸法を規定し、各配置位置に配置
される配置画像データに対する補正量を前記配置位置および前記配置寸法の少なくともい
ずれかに基づいて規定する、前記装飾画像データに関連付けられたレイアウト制御情報を
取得し、
　前記選択された前記複数の前記配置画像データの画質に関わる特性を示す画質特性パラ
メータの値を取得し、
　前記補正量に応じて前記画質特性パラメータに対して予め設定されている基準画質パラ
メータの値と前記取得された画質特性パラメータの値との偏差を解消または低減すること
によって前記選択された前記複数の前記配置画像データに対して画質調整処理を実行し、
　前記レイアウト制御情報に基づいて、前記画質調整処理が実行された各配置画像データ
と前記装飾画像データとを用いて出力画像データを生成する画像処理方法。
【請求項２６】
　装飾画像データに対して配置される配置画像データに対する画像処理方法であって、
　前記装飾画像データは、前記配置画像データを配置する複数の配置位置を有し、
　前記装飾画像データの前記各配置位置について配置すべき複数の前記配置画像データを
選択させ、
　前記選択された前記複数の前記配置画像データの画質に関わる特性を示す画質特性パラ
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メータの値を取得し、
　前記複数の前記配置画像データの配置位置および配置寸法と各配置位置に配置される配
置画像データに対する補正の度合いとを規定する、前記装飾画像データに関連付けられた
レイアウト制御情報を取得し、
　前記画質特性パラメータに対して予め設定されている基準画質パラメータの値と、前記
取得された画質特性パラメータの値との偏差を、前記規定されている補正の度合いに基づ
いて解消または低減することにより前記配置画像データに対して画質調整処理を実行し、
　前記レイアウト制御情報に基づいて、前記画質調整処理が実行された各配置画像データ
と前記装飾画像データとを用いて出力画像データを生成する画像処理方法。
【請求項２７】
　装飾画像データに対して配置される配置画像データに対する画像処理方法であって、
前記装飾画像データは、前記配置画像データを配置する複数の配置位置を有し、
前記装飾画像データの前記各配置位置に配置すべき複数の前記配置画像データを選択させ
、
　前記複数の配置画像データの配置位置および配置寸法と各配置位置の優先順位とを規定
する、前記装飾画像データに関連付けられたレイアウト制御情報を取得し、
　前記規定されている優先順位に基づいて前記選択した各配置画像データに対する画質調
整レベルを設定し、
　前記設定された画質調整レベルに応じて前記選択された各配置画像データに対して画質
調整処理を実行し、
　前記レイアウト制御情報に基づいて、前記画質調整処理が実行された各配置画像データ
と前記装飾画像データとを用いて出力画像データを生成する画像処理方法。
【請求項２８】
　装飾画像データに対して配置される複数の配置画像データの配置位置および配置寸法を
規定するレイアウト制御情報を用いて、前記配置画像データに対する画像処理を実行する
画像処理方法であって、
　前記装飾画像データの前記各配置位置に配置すべき前記配置画像データを選択させ、
　前記各配置位置に対して優先順位を付与し、
　前記付与された優先順位に基づいて前記選択された各配置画像データに対して画質調整
処理を実行し、
　前記レイアウト制御情報に基づいて、前記画質調整処理が実行された各配置画像データ
と前記装飾画像データとを用いて出力画像データを生成する画像処理方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
　本発明は、画像データを装飾する装飾画像データと、装飾画像データに対して配置され
る画像データの配置位置および配置寸法を規定するレイアウト制御情報とを用いて、出力
画像データを生成する技術に関する。
【背景技術】
　装飾画像データ、例えば、フレームタイプの装飾画像データに対して配置される配置画
像データ、例えば撮像画像データ、を、装飾画像データに貼り付けて、配置画像が装飾画
像によって囲まれた出力画像を紙媒体上に出力する技術が実用化されている。この技術で
は、装飾画像データに対して配置画像データを貼り付ける際に、装飾画像データに対する
配置画像データの配置位置、配置寸法を記述したスクリプトからなるレイアウト制御情報
が用いられる。
　レイアウト制御情報は個々の装飾画像と関連付けられており、ユーザは装飾画像データ
と、貼り付ける配置画像データを選択するだけで、装飾画像データの所定位置に所定の寸
法にリサイズされた配置画像データが貼り付けられ、装飾画像に囲まれた画像を出力画像
として得ることができる。
　しかしながら、従来の上記技術では、装飾画像データのテーマ、例えば、季節、行事、
と、装飾画像データに配置される配置画像データの画質（イメージ）との調和を図ること
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ができないという問題があった。
　また、装飾画像データに対して、複数の配置画像データが貼り付けられる場合であって
も、各配置画像データ間における画質調整が相互に考慮されることはなく、装飾画像デー
タに貼り付けられた複数の配置画像データにメリハリを付けることができないという問題
があった。
　例えば、最も大きな寸法にて貼り付けられる配置画像データは、他の配置画像データよ
りも見栄えが良いことが望まれることがあり、あるいは、装飾画像データに貼り付けられ
る全ての配置画像データが同様の画質に調整されることが望まれる場合もある。
【発明の開示】
　本発明は、上記課題を解決するためになされたものであり、装飾画像データと、装飾画
像データに配置される配置画像データの画質との調和を図り、見栄えの良い出力結果の得
られる画像処理を実行することを目的とする。また、複数の配置画像データを装飾画像デ
ータに対して配置する際に、各配置位置における配置画像データに対する画質調整を適切
に実行することを目的とする。
　上記課題を解決するために本発明の第１の態様は、装飾画像データに対して配置される
配置画像データ配置画像データ配置画像データに対する画像処理を実行する画像処理装置
を提供する。本発明の第１の態様に係る画像処理装置は、前記配置画像データを取得する
配置画像データ取得手段と、前記装飾画像データを取得する装飾画像データ取得手段と、
前記取得された装飾画像データに関連付けられていると共に前記装飾画像データに対する
前記配置画像データの配置位置、配置寸法、および配置される配置画像データに対する画
質調整情報を規定するレイアウト制御情報を取得するレイアウト制御情報取得手段と、前
記取得されたレイアウト制御情報に規定されている前記画質調整情報を用いて、前記取得
した配置画像データに対して画質調整処理を実行する画質調整手段と、前記レイアウト制
御情報に基づいて、前記画質調整処理が施された配置画像データと前記装飾画像データと
から出力画像データを生成する出力画像データ生成手段とを備えることを特徴とする。
　本発明の第１の態様に係る画像処理装置によれば、レイアウト制御情報に規定されてい
る画質調整情報を用いて、取得した配置画像データに対して画質調整処理を実行し、レイ
アウト制御情報に基づいて、画質調整処理が施された配置画像データと装飾画像データと
から出力画像データを生成するので、装飾画像データと、装飾画像データに配置される配
置画像データの画質との調和を図り、見栄えの良い出力結果を得ることができる。
　本発明の第１の態様に係る画像処理装置において、前記画質調整情報は、前記配置画像
データに対する補正情報を規定しても良い。また、前記配置画像データに対する補正情報
は、前記配置画像データの画質に関わる１または複数の画質調整パラメータの補正値であ
っても良い。かかる場合には、レイアウト制御情報によって配置画像データに対する補正
処理を制御することができると共に、画質調整情報として配置画像データの画質に関わる
１または複数の画質調整パラメータの補正値が規定されている場合には、包括的に配置画
像データに対する補正処理を制御することができる。
　本発明の第１の態様に係る画像処理装置において、前記装飾画像データは所定のテーマ
を表す画像データであり、前記配置画像データに対する補正情報は、前記装飾画像データ
の所定のテーマに適合した複数の画質調整パラメータの補正値であっても良い。かかる場
合には、配置画像データに対して、装飾画像データのテーマに適した画質調整処理を実行
することができる。
　本発明の第１の態様に係る画像処理装置において、前記画質調整情報は、前記配置画像
データに対する補正レベルを規定しても良い。かかる場合には、画質調整情報によって補
正の程度を制御することができる。
　本発明の第１の態様に係る画像処理装置はさらに、前記配置画像データを解析して、配
置画像データの画質に関わる特性を示す画質特性パラメータについて特徴量を取得する特
徴量取得手段と、前記取得した特徴量と、前記特徴量に対して予め設定されている基準値
との偏差を解消または低減するように前記配置画像データに対する補正量を決定する補正
量決定手段とを備え、前記補正レベルは前記決定された補正量を増減するために用いられ
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ても良い。かかる場合には、各配置画像データ毎にその画質特性に適合した補正量を決定
することが可能となり、決定した補正量を画質調整情報によって規定される補正レベルに
よって増減することができる。したがって、各配置画像データに対する適切な画質調整処
理、および装飾画像データに調和する画質調整処理をを実行することができる。
　本発明の第１の態様に係る画像処理装置において、前記装飾画像データは所定のテーマ
を表す画像データであり、前記補正量の決定は、前記配置画像データの画質に関わる複数
の画質調整パラメータについてそれぞれ実行され、前記補正レベルは、前記複数の画質調
整パラメータについてそれぞれ規定されていると共に前記装飾画像データの所定のテーマ
に適合していても良い。かかる場合には、包括的に装飾画像データのテーマに適した配置
画像データに対する補正処理を制御することができる。
　本発明の第１の態様に係る画像処理装置において、前記配置画像データには画像処理時
における画像処理条件を指定する画像処理制御情報が関連づけられており、前記画質調整
手段による前記配置画像データに対する画質調整処理は、前記画像処理制御情報を優先し
て実行されても良い。かかる場合には、指定された画像処理時における画像処理条件に従
った画質調整処理を実行することができる。したがって、ユーザの意図に沿った画質調整
処理を優先することができる。
　本発明の第１の態様に係る画像処理装置において、前記配置画像データには画像処理時
における画像処理条件を指定する画像処理制御情報が関連づけられており、前記画質調整
手段による前記配置画像データに対する画質調整処理は、前記画質調整情報を優先して実
行されても良い。かかる場合には、装飾画像データとの調和を図った見栄えの良い出力結
果を得ることができる。
　本発明の第１の態様に係る画像処理装置において、前記配置画像データには画像処理時
における画像処理条件を指定する画像処理制御情報が関連づけられており、前記画質調整
手段による前記配置画像データに対する画質調整処理は、前記画像処理制御情報と前記画
質調整情報とを合成した情報を適用して実行されても良い。かかる場合には、配置画像デ
ータに対して、指定された画像処理条件に適した画質調整処理を施すことができると共に
、装飾画像データに適した画質調整処理を実行することができる。
　本発明の第１の態様に係る画像処理装置において、前記装飾画像データは複数の配置位
置を有し、前記配置画像データ取得手段は、複数の前記配置画像データを取得し、、前記
レイアウト制御情報は、前記取得された装飾画像データに関連付けられていると共に前記
複数の配置位置を有する前記装飾画像データに対して配置される前記複数の配置画像デー
タの配置位置、配置寸法、および配置される配置画像データに対する画質調整情報をそれ
ぞれ規定し、、前記画質調整手段による、前記取得されたレイアウト制御情報に規定され
ている前記画質調整情報を用いた画質調整処理は、前記装飾画像データの各配置位置に配
置される前記複数の配置画像データに対してそれぞれ実行され、前記出力画像データ生成
手段による、前記出力画像データの生成は、前記レイアウト制御情報に基づいて、前記画
質調整処理が施された各配置画像データと前記装飾画像データとを用いて実行されても良
い。
　本発明の第１の態様に係る画像処理装置によれば、レイアウト制御情報に規定されてい
る画質調整情報を用いて、装飾画像データの各配置位置に配置される複数の配置画像デー
タに対してそれぞれ画質調整処理を実行し、レイアウト制御情報に基づいて、画質調整処
理が施された各配置画像データと装飾画像データとから出力画像データを生成するので、
装飾画像データと、装飾画像データに配置される複数の配置画像データの画質との調和を
図り、見栄えの良い出力結果を得ることができる。
　　本発明の第１の態様に係る画像処理装置はさらに、前記画質調整情報を用いて実行さ
れた前記配置画像データに対する画質調整処理結果を変更するための変更手段を備えても
よい。この場合には、ユーザの嗜好に沿うように画質調整情報を用いて実行された画像デ
ータに対する画質調整処理の結果を変更することができる。
　本発明の第２の態様は、装飾画像データに対して配置されるする配置画像データの配置
位置、配置寸法、および配置される配置画像データに対する画質調整情報を規定すると共
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に装飾画像データに関連付けられているレイアウト制御情報を用いた、前記配置画像デー
タに対する画像処理方法を提供する。本発明の第２の態様に係る画像処理方法は、前記配
置画像データを取得し、前記装飾画像データを取得し、前記取得された装飾画像データに
関連付けられている前記レイアウト制御情報を取得し、前記取得されたレイアウト制御情
報に規定されている前記画質調整情報を用いて、前記取得した配置画像データに対して画
質調整処理を実行し、前記レイアウト制御情報に基づいて、前記画質調整処理が施された
配置画像データと前記装飾画像データとから出力画像データを生成することを特徴とする
。
　本発明の第２の態様に係る画像処理方法は、本発明の第１の態様に係る画像処理装置と
同様の作用効果を得ることができると共に、本発明の第１の態様に係る画像処理装置と同
様にして種々の態様にて実現される。
　本発明の第２の態様に係る画像処理方法において、複数の前記配置画像データを取得し
、前記レイアウト制御情報は、前記取得された装飾画像データに関連付けられていると共
に前記複数の配置位置を有する前記装飾画像データに対して配置される前記複数の配置画
像データの配置位置、配置寸法、および配置される配置画像データに対する画質調整情報
をそれぞれ規定し、前記取得されたレイアウト制御情報に規定されている前記画質調整情
報を用いた画質調整処理は、前記装飾画像データの各配置位置に配置される前記複数の配
置画像データに対してそれぞれ実行され、前記出力画像データの生成は、前記レイアウト
制御情報に基づいて、前記画質調整処理が施された各配置画像データと前記装飾画像デー
タとを用いて実行されても良い。
　本発明の第２の態様に係る画像処理方法は、この他にも、画像処理プログラム、および
画像処理プログラムを記録したコンピュータが読み取り可能な記録媒体としても実現され
得る。
　上記課題を解決するために本発明の第３の態様は、装飾画像データに配置される配置画
像データに対する画像処理を実行する画像処理装置を提供する。本発明の第３の態様に係
る画像処理装置は、前記装飾画像データの前記各配置位置について配置すべき前記配置画
像データを選択する配置画像データ選択手段と、前記装飾画像データに対する複数の配置
画像データの配置位置および配置寸法を規定すると共に、各配置位置の配置画像データに
対する補正量を規定するレイアウト制御情報を取得し、規定されている補正量に基づいて
前記選択された各配置画像データに対して画質調整を実行する画質調整手段と、前記レイ
アウト制御情報に基づいて、前記画質調整処理が施された各配置画像データと前記装飾画
像データとを用いて出力画像データを生成する出力画像データ生成手段とを備えることを
特徴とする。
　本発明の第３の態様に係る画像処理装置によれば、レイアウト制御情報を取得し、規定
されている補正量に基づいて選択された各配置画像データに対して画質調整を実行するの
で、複数の配置画像データを装飾画像データに配置する際に、レイアウト制御情報を利用
して各配置位置における配置画像データに対する画質調整を適切に実行することができる
。
　本発明の第３の態様に係る画像処理装置はさらに、前記選択された各配置画像データを
解析して、配置画像データの画質に関わる特性を示す画質特性パラメータを取得する配置
画像データ解析手段を備え、前記補正量は、前記配置位置および配置寸法の少なくともい
ずれか一方によって決定され、前記画質調整手段による配置画像データに対する画質調整
は、前記画質特性パラメータに対して予め設定されている基準画質パラメータの値と、前
記取得された画質特性パラメータの値との偏差を、前記補正量に応じて解消または低減す
ることによって実行されても良い。かかる場合には、配置画像データの解析によって各配
置画像データの特性を考慮した画質調整処理を実行することができる。また、解析によっ
て得られた各配置画像データの特性とレイアウト制御情報に規定されている補正量とを組
み合わせることによって更に、各配置位置について適切な画質調整処理を実行することが
できる。
　本発明の第３の態様に係る画像処理装置において、前記補正量は、前記装飾画像データ
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の中央に配置される配置画像データに対する補正量が、前記装飾画像データの他の位置に
配置される配置画像データに対する補正量よりも大きくなるよう設定されており、前記画
質調整手段による配置画像データに対する画質調整は、前記補正量が大きくなるにつれて
前記偏差の低減の度合いを大きくすることにより実行されても良い。かかる場合には、レ
イアウト制御情報に規定されている補正量が大きくなるにつれて、偏差の低減の度合いが
大きくなるので、配置画像データに対する強い画質調整処理が実行される。また、装飾画
像データの中央に配置される配置画像データに対する補正量が他の位置に配置される配置
画像データに対する補正量よりも大きくなるよう設定されているので、装飾画像データの
中央に配置される配置画像データの見栄えを良くすることができる。
　本発明の第３の態様に係る画像処理装置において、前記補正量は、最も大きな配置寸法
に対応する前記配置画像データに対する補正量が、他の配置画像データに対する補正量よ
りも大きくなるよう設定されており、前記画質調整手段による配置画像データに対する画
質調整は、前記補正量が大きくなるにつれて前記偏差の低減の度合いを大きくすることに
より実行されても良い。かかる場合には、レイアウト制御情報に規定されている補正量が
大きくなるにつれて、偏差の低減の度合いが大きくなるので、配置画像データに対する強
い画質調整処理が実行される。また、最も大きな配置寸法に対応する配置画像データに対
する補正量が他の配置画像データに対する補正量よりも大きくなるよう設定されているの
で、最も大きな配置寸法を有する配置画像データの見栄えを良くすることができる
　本発明の第４の態様は、装飾画像データに配置される配置画像データに対する画像処理
を実行する画像処理装置を提供する。本発明の第４の態様に係る画像処理装置は、前記装
飾画像データの前記各配置位置について配置すべき前記配置画像データを選択する配置画
像データ選択手段と、前記選択された各配置画像データを解析して、配置画像データの画
質に関わる特性を示す画質特性パラメータを取得する配置画像データ解析手段と、前記装
飾画像データに対する複数の配置画像データの配置位置および配置寸法を規定すると共に
、各配置位置の配置画像データに対する補正の度合いを規定するレイアウト制御情報を取
得し、前記画質特性パラメータに対して予め設定されている基準画質パラメータの値と、
前記取得された画質特性パラメータの値との偏差を、規定されている補正の度合いに基づ
いて解消または低減する画質調整手段と、前記レイアウト制御情報に基づいて、前記画質
調整処理が施された各配置画像データと前記装飾画像データとを用いて出力画像データを
生成する出力画像データ生成手段とを備えることを特徴とする。
　本発明の第４の態様に係る画像処理装置によれば、選択された各配置画像データを解析
して、配置画像データの画質に関わる特性を示す画質特性パラメータを取得し、画質特性
パラメータに対して予め設定されている基準画質パラメータの値と、取得された画質特性
パラメータの値との偏差を、取得したレイアウト制御情報に規定されている補正の度合い
に基づいて解消または低減することによって画質調整を実行するので、複数の配置画像デ
ータを装飾画像データに配置する際に、レイアウト制御情報並びに配置画像データの解析
結果の双方を利用して各配置位置における配置画像データに対する画質調整を適切に実行
することができる。
　本発明の第５の態様は、装飾画像データに配置される配置画像データに対する画像処理
を実行する画像処理装置を提供する。本発明の第５の態様に係る画像処理装置は、前記装
飾画像データの前記各配置位置に配置すべき前記配置画像データを選択する配置画像デー
タ選択手段と、前記装飾画像データに対する複数の配置画像データの配置位置および配置
寸法を規定すると共に、各配置位置の優先順位を規定するレイアウト制御情報を取得し、
規定されている優先順位に基づいて前記選択された各配置画像データに対する画質調整レ
ベルを設定する画質調整レベル設定手段と、前記設定された画質調整レベルに応じて前記
選択された各配置画像データに対して画質調整を実行する画質調整手段と、前記レイアウ
ト制御情報に基づいて、前記画質調整処理が施された各配置画像データと前記装飾画像デ
ータとを用いて出力画像データを生成する出力画像データ生成手段とを備えることを特徴
とする。
　本発明の第５の態様に係る画像処理装置によれば、取得したレイアウト制御情報に規定
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されている優先順位に基づいて選択された各配置画像データに対する画質調整レベルを設
定し、設定した画質調整レベルに応じて選択された各配置画像データに対して画質調整を
実行するので、複数の配置画像データを装飾画像データに配置する際に、レイアウト制御
情報を利用して各配置位置における配置画像データに対する画質調整を適切に実行するこ
とができる。
　本発明の第５の態様に係る画像処理装置において、前記画質調整レベル設定手段による
前記選択された各配置画像データに対する画質調整レベルの設定は、前記優先順位の最も
高い配置位置に配置される配置画像データに対する補正の度合いを、他の配置位置に配置
される配置画像データに対する補正の度合いよりも高くすることにより実行されても良い
。かかる場合には、優先順位の最も高い配置位置に配置される配置画像データに対して強
い画質調整処理を実行することができるので、優先順位の最も高い配置位置に配置される
配置画像データの見栄えを良くすることができる。
　本発明の第５の態様に係る画像処理装置において、前記画質調整レベル設定手段による
前記選択された各配置画像データに対する画質調整レベルの設定は、前記優先順位の最も
高い配置位置に配置される配置画像データに対する補正の度合いと、他の配置位置に配置
される配置画像データに対する補正の度合とを同等にすることにより実行されても良い。
かかる場合には、装飾画像データに配置される各配置画像データに対して同等の画質調整
を実行することが可能となり、各配置画像データ間の調和を図ることができる。
　本発明の第５の態様に係る画像処理装置はさらに、前記選択された各配置画像データを
解析して、配置画像データの画質に関わる特性を示す画質特性パラメータを取得する配置
画像データ解析手段を備え、前記画質調整手段による配置画像データに対する画質調整は
、前記画質特性パラメータに対して予め設定されている基準画質パラメータの値と、前記
取得された画質特性パラメータの値との偏差を解消または低減することによって実行され
、前記画質調整レベル設定手段による前記選択された各配置画像データに対する画質調整
レベルの設定は、前記優先順位の最も高い配置位置に配置される配置画像データに対する
前記偏差の低減の度合いを、他の配置位置に配置される撮像画像の配置画像データに対す
る前記偏差の低減の度合いよりも大きくすることにより実行されても良い。かかる場合に
は、配置画像データの特性を考慮して、優先順位の最も高い配置位置に配置される配置画
像データに対して強い画質調整処理を実行することができる。
　本発明の第５の態様に係る記載の画像処理装置において、前記優先順位は、前記配置寸
法が大きくなるにつれて高くなっても良く、あるいは、前記配置位置が装飾画像データの
中心に近くなるにつれて高くなっても良い。配置寸法が大きい場合には配置される配置画
像データも大きくなるので画質調整処理の効果を受けやすく、また、装飾画像データの中
心近傍は目立ちやすいので画質調整処理によって見栄え良くすることが望まれる。
　本発明の第３、４および５のいずれかの態様に係る画像処理装置はさらに、前記画質調
整処理手段により実行された前記配置画像データに対する画質調整処理結果を変更するた
めの変更手段を備えても良い。この場合には、ユーザの嗜好に合わせて、配置画像データ
の画質を変更することができる。
　本発明の第６の態様は、装飾画像データに対して配置される複数の配置画像データの配
置位置および配置寸法を規定するレイアウト制御情報を用いて、前記配置画像データに対
する画像処理を実行する画像処理装置を提供する。本発明の第６の態様に係る画像処理装
置は、前記装飾画像データの前記各配置位置に配置すべき前記配置画像データを選択する
配置画像データ選択手段と、前記各配置位置に対して優先順位を付与する優先順位付与手
段と、前記付与された優先順位に基づいて前記選択された各配置画像データに対して画質
調整を実行する画質調整手段と、前記レイアウト制御情報に基づいて、前記画質調整処理
が施された各配置画像データと前記装飾画像データとを用いて出力画像データを生成する
出力画像データ生成手段とを備えることを特徴とする。
　本発明の第６の態様に係る画像処理装置によれば、優先順位付与手段によって各配置位
置に対して優先順位が付与され、付与された優先順位に基づいて選択された各配置画像デ
ータに対する画質調整レベルを設定し、設定した画質調整レベルに応じて選択された各配
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置画像データに対して画質調整を実行することができる。
　本発明の第７の態様は、装飾画像データに対して配置される複数の配置画像データの配
置位置および配置寸法を規定するレイアウト制御情報を用いて、前記配置画像データに対
する画像処理を実行する画像処理装置を提供する。本発明の第５の態様に係る画像処理装
置は、複数の前記装飾画像データを取得する装飾画像データ取得手段と、前記取得された
各装飾画像データの前記各配置位置に配置すべき前記配置画像データを選択する配置画像
データ選択手段と、前記取得された各装飾画像データの前記各配置位置に対して優先順位
を付与する優先順位付与手段と、前記付与された優先順位に基づいて前記選択された各配
置画像データに対して画質調整を実行する画質調整手段と、前記レイアウト制御情報に基
づいて、前記画質調整処理が施された各配置画像データと前記各装飾画像データとを用い
て出力画像データを生成する出力画像データ生成手段とを備えることを特徴とする。
　本発明の第７の態様に係る画像処理装置によれば、優先順位付与手段によって複数の装
飾画像データにまたがって各配置位置に対して優先順位が付与され、付与された優先順位
に基づいて選択された各配置画像データに対する画質調整レベルを設定し、設定した画質
調整レベルに応じて選択された各配置画像データに対して画質調整を実行するので、複数
の装飾画像データを処理する場合にも、各配置位置に対して適切な画質調整処理を実行す
ることができる。
　本発明の第７の態様に係る画像処理装置において、前記優先順位付与手段による優先順
位の付与は、前記配置位置および配置寸法に基づいて実行されても良い。かかる場合には
、レイアウト制御情報に基づいて優先順位を付与することができる。
　本発明の第７の態様に係る画像処理装置はさらに、前記優先順位を入力する優先順位入
力手段を備え、前記優先順位付与手段による優先順位の付与は、前記入力された優先順位
にしたがって実行されても良い。かかる場合には、優先順位入力手段を介した優先順位の
付与を実行することができる。
　本発明の第７の態様に係る画像処理装置において、前記画質調整手段による前記選択さ
れた各配置画像データに対する画質調整は、前記優先順位の最も高い配置位置に配置され
る配置画像データに対する補正の度合いを、他の配置位置に配置される配置画像データに
対する補正の度合いよりも高くして実行されても良い。かかる場合には、優先順位の最も
高い配置位置に配置される配置画像データに対して、他の配置位置に配置される配置画像
データに対して実行される画質調整処理よりも強い画質調整処理を実行することができる
。
　本発明の第７の態様に係る画像処理装置はさらに、前記選択された各配置画像データを
解析して、配置画像データの画質に関わる特性を示す画質特性パラメータを取得する配置
画像データ解析手段を備え、前記画質調整手段による配置画像データに対する画質調整は
、前記優先順位の最も高い配置位置に配置される配置画像データに対する前記画質特性パ
ラメータに対して予め設定されている基準画質パラメータの値と、前記取得された画質特
性パラメータの値との偏差の低減の度合いを、他の配置位置に配置される撮像画像の配置
画像データに対する前記偏差の低減の度合いよりも大きくすることによって実行されても
良い。かかる場合には、配置画像データの特性を考慮して画質調整処理を実行することが
できると共に、優先順位の最も高い配置位置に配置される配置画像データに対して、他の
配置位置に配置される配置画像データに対して実行される画質調整処理よりも強い画質調
整処理を実行することができる。
　本発明の第６または第７の態様に係る画像処理装置はさらに、前記画質調整手段により
実行された前記配置画像データに対する画質調整処理結果を変更するための変更手段を備
えても良い。この場合には、ユーザの嗜好に合わせて、配置画像データの画質を変更する
ことができる。
　本発明の第８の態様は、装飾画像データに配置される配置画像データに対する画像処理
方法を提供する。本発明の第８の態様に係る画像処理方法は、前記装飾画像データの前記
各配置位置について配置すべき前記配置画像データを選択し、前記装飾画像データに対す
る複数の配置画像データの配置位置および配置寸法を規定すると共に、各配置位置の配置
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画像データに対する補正量を規定するレイアウト制御情報を取得して、規定されている補
正量に基づいて前記選択した各配置画像データに対して画質調整を実行し、前記レイアウ
ト制御情報に基づいて、前記画質調整処理を施した各配置画像データと前記装飾画像デー
タとを用いて出力画像データを生成することを特徴とする。
　本発明の第８の態様に係る画像処理方法によれば、本発明の第３の態様に係る画像処理
装置と同様の作用効果を得ることができると共に、本発明の第８の態様に係る画像処理方
法は、本発明の第３の態様に係る画像処理装置と同様にして種々の態様にて実現され得る
。
　本発明の第９の態様は、装飾画像データに配置される配置画像データに対する画像処理
方法を提供する。本発明の第９の態様に係る画像処理方法は、前記装飾画像データの前記
各配置位置について配置すべき前記配置画像データを選択し、前記選択された各配置画像
データを解析して、配置画像データの画質に関わる特性を示す画質特性パラメータを取得
し、前記装飾画像データに対する複数の配置画像データの配置位置および配置寸法を規定
すると共に、各配置位置の配置画像データに対する補正の度合いを規定するレイアウト制
御情報を取得して、前記画質特性パラメータに対して予め設定されている基準画質パラメ
ータの値と、前記取得された画質特性パラメータの値との偏差を、規定されている補正の
度合いに基づいて解消または低減し、前記レイアウト制御情報に基づいて、前記画質調整
処理を施した各配置画像データと前記装飾画像データとを用いて出力画像データを生成す
ることを特徴とする。
　本発明の第９の態様に係る画像処理方法によれば、本発明の第４の態様に係る画像処理
装置と同様の作用効果を得ることができると共に、本発明の第９の態様に係る画像処理方
法は、本発明の第４の態様に係る画像処理装置と同様にして種々の態様にて実現され得る
。
　本発明の第１０の態様は、装飾画像データに配置される配置画像データに対する画像処
理方法を提供する。本発明の第１０の態様に係る画像処理方法は、前記装飾画像データの
前記各配置位置に配置すべき前記配置画像データを選択し、前記装飾画像データに対する
複数の配置画像データの配置位置および配置寸法を規定すると共に、各配置位置の優先順
位を規定するレイアウト制御情報を取得し、規定されている優先順位に基づいて前記選択
した各配置画像データに対する画質調整レベルを設定し、前記設定した画質調整レベルに
応じて前記選択した各配置画像データに対して画質調整を実行し、前記レイアウト制御情
報に基づいて、前記画質調整処理を施した各配置画像データと前記装飾画像データとを用
いて出力画像データを生成することを特徴とする。
　本発明の第１０の態様に係る画像処理方法によれば、本発明の第５の態様に係る画像処
理装置と同様の作用効果を得ることができると共に、本発明の第１０の態様に係る画像処
理方法は、本発明の第５の態様に係る画像処理装置と同様にして種々の態様にて実現され
得る。
　本発明の第１１の態様は、装飾画像データに対して配置される複数の配置画像データの
配置位置および配置寸法を規定するレイアウト制御情報を用いて、前記配置画像データに
対する画像処理を実行する画像処理方法を提供する。本発明の第１１の態様に係る画像処
理方法は、前記装飾画像データの前記各配置位置に配置すべき前記配置画像データを選択
し、前記各配置位置に対して優先順位を付与し、前記付与した優先順位に基づいて前記選
択した各配置画像データに対して画質調整を実行し、前記レイアウト制御情報に基づいて
、前記画質調整処理が施された各配置画像データと前記装飾画像データとを用いて出力画
像データを生成することを特徴とする。
　本発明の第１１の態様に係る画像処理方法によれば、本発明の第６の態様に係る画像処
理装置と同様の作用効果を得ることができると共に、本発明の第１１の態様に係る画像処
理方法は、本発明の第６の態様に係る画像処理装置と同様にして種々の態様にて実現され
得る。
　本発明の第１２の態様は、装飾画像データに対して配置される複数の配置画像データの
配置位置および配置寸法を規定するレイアウト制御情報を用いて、前記配置画像データに
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対する画像処理を実行する画像処理方法を提供する。本発明の第１２の態様に係る画像処
理方法は、複数の前記装飾画像データを取得し、前記取得した各装飾画像データの前記各
配置位置に配置すべき前記配置画像データを選択し、前記取得した各装飾画像データの前
記各配置位置に対して優先順位を付与し、前記付与した優先順位に基づいて前記選択した
各配置画像データに対して画質調整を実行し、前記レイアウト制御情報に基づいて、前記
画質調整処理を施した各配置画像データと前記各装飾画像データとを用いて出力画像デー
タを生成することを特徴とする。
　本発明の第１２の態様に係る画像処理方法によれば、本発明の第５の態様に係る画像処
理装置と同様の作用効果を得ることができると共に、本発明の第１０の態様に係る画像処
理方法は、本発明の第５の態様に係る画像処理装置と同様にして種々の態様にて実現され
得る。
　本発明の第８～第１２の態様に係る画像処理方法は、この他にも、画像処理プログラム
、および画像処理プログラムを記録したコンピュータが読み取り可能な記録媒体としても
実現され得る。
【図面の簡単な説明】
　図１は本実施例に係る画像処理装置を含む画像処理システムの概略構成を示す説明図で
ある。
　図２は第１の実施例に係るパーソナルコンピュータ２０（ＣＰＵ２００）の機能ブロッ
ク図である。
　図３は第１の実施例に係るパーソナルコンピュータ２０において実行される画像処理の
処理ルーチンを示すフローチャートである。
　図４は第１の実施例に係るパーソナルコンピュータ２０において実行される画像処理の
処理ルーチンを示すフローチャートである。
　図５は装飾画像データのイメージ例を模式的に示す説明図である。
　図６は装飾画像データＦＤおよびレイアウト制御情報ＬＩを備える装飾画像ファイルＦ
Ｆのファイル構造を模式的に示す説明図である。
　図７は撮像画像データＧＤおよび画像処理制御情報ＧＩを備える撮像画像ファイルのフ
ァイル構造を模式的に示す説明図である。
　図８は第１の実施例におけるレイアウト制御情報ＬＩによって規定される、装飾画像デ
ータＦＤのテーマに応じた画質調整情報ＧＣの一例を示す説明図である。
　図９は第１の実施例におけるレイアウト制御情報ＬＩによって規定される、装飾画像デ
ータＦＤのテーマに応じた画質調整情報ＧＣの他の一例を示す説明図である。
　図１０は画像処理制御情報ＧＩの一例を示す説明図である。
　図１１は第１の実施例における画像処理制御情報ＧＩと画質調整情報ＧＣとの合成テー
ブルの一例を示す説明図である。
　図１２は第２の実施例における出力単位データの出力イメージを模式的に示す説明図で
ある。
　図１３は第２の実施例における各装飾画像データＦＤにおいて規定される画質調整情報
ＧＣの一例を示す説明図である。
　図１４は撮像画像データを配置する配置位置を複数備える装飾画像データＦＤのイメー
ジ例を模式的に示す説明図である。
　図１５は複数の撮像画像データＧＤに対するレイアウト制御情報ＬＩを備える装飾画像
ファイルＦＦのファイル構造を模式的に示す説明図である。
　図１６は第３の実施例に係るパーソナルコンピュータ２０（ＣＰＵ２００）の機能ブロ
ック図である。
　図１７は第３の実施例に係るパーソナルコンピュータ２０において実行される画像処理
の処理ルーチンを示すフローチャートである。
　図１８は装飾画像データにおける撮像画像データの配置位置および配置寸法を模式的に
示す説明図である。
　図１９は装飾画像データＦＤおよびレイアウト制御情報ＬＩを備える装飾画像ファイル
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ＦＦのファイル構造を模式的に示す説明図である。
　図２０は第３の実施例におけるレイアウト制御情報ＬＩによって規定される各配置位置
に対する補正レベルの一実施例を示す説明図である。
　図２１は撮像画像データＧＤおよび画像処理制御情報ＧＩを備える撮像画像ファイルの
ファイル構造を模式的に示す説明図である。
　図２２は第４の実施例に係るパーソナルコンピュータにおいて実行される画像処理の処
理ルーチンを示すフローチャートである。
　図２３は第４の実施例におけるレイアウト制御情報ＬＩによって規定される各配置位置
に対する補正量の一実施例を示す説明図である。
　図２４は第５の実施例に係るパーソナルコンピュータにおいて実行される画像処理の処
理ルーチンを示すフローチャートである。
　図２５は第５の実施例において各配置位置に対する優先度を決定するための手順並びに
決定結果を示す説明図である。
　図２６は複数の装飾画像データＦＤが用いられる場合の一例を示す説明図である。
　図２７は装飾画像データＦＤ状の各配置位置に配置される撮像画像データＧＤについて
の重み付け係数の一例を示す説明図である。
【発明を実施するための最良の形態】
　以下、本発明に係る画像処理装置および画像処理方法について図面を参照しつつ、実施
例に基づいて説明する。
　・第１の実旋例：
　図１を参照して本実施例に係る画像処理装置を含む画像処理システムについて説明する
。図１は本実施例に係る画像処理装置を含む画像処理システムの概略構成を示す説明図で
ある。
　画像処理システムは、画像データを生成する入力装置としてのディジタルスチルカメラ
１０、ディジタルスチルカメラ１０にて生成された画像データに基づいて画像処理を実行
し、出力画像データを出力する画像処理装置としてのパーソナルコンピュータ２０、出力
画像データを用いて画像を出力する出力装置としてのカラープリンタ３０を備えている。
なお、カラープリンタ３０は、パーソナルコンピュータ２０が備える画像処理機能を備え
ていても良く、かかる場合には、スタンドアローンにて画像処理、画像出力を実行するこ
とができる。また、出力装置としては、プリンタ３０の他に、ＣＲＴディスプレイ、ＬＣ
Ｄディスプレイ等のモニタ２５、プロジェクタ等が用いられ得る。以下の説明では、パー
ソナルコンピュータ２０と接続されて用いられるカラープリンタ３０を出力装置として用
いるものとする。
　パーソナルコンピュータ２０は、一般的に用いられているタイプのコンピュータであり
、レイアウト制御情報ＬＩを用いた画像処理演算を実行する中央演算装置（ＣＰＵ）２０
０、入力された画像データ等の各種データを一時的に格納するランダムアクセスメモリ（
ＲＡＭ）２０１、レイアウト制御情報ＬＩを用いた画像処理を実行するためのプログラム
、参照テーブル等を格納するハードディスク（ＨＤＤ）２０２（またはリードオンリメモ
リ（ＲＯＭ））を備えている。パーソナルコンピュータ２０は、この他にも、メモリカー
ドＭＣを装着するためのメモリカードスロット２０３、ディジタルスチルカメラ１０等か
らの接続ケーブルを接続するための入出力端子２０４を備えている。
　ディジタルスチルカメラ１０は、光の情報をディジタルデバイス（ＣＣＤや光電子倍増
管といった光電変換素子）に結像させることにより画像を取得するカメラであり、光情報
を電気情報に変換するためのＣＣＤ等を備える光電変換回路、光電変換回路を制御して画
像を取得するための画像取得回路、取得したディジタル画像を加工処理するための画像処
理回路等を備えている。ディジタルスチルカメラ１０は、取得した画像をディジタルデー
タとして記憶装置としてのメモリカードＭＣに保存する。ディジタルスチルカメラ１０に
おける画像データの保存形式としては、非可逆圧縮保存方式としてＪＰＥＧデータ形式、
可逆圧縮保存方式としてＴＩＦＦデータ形式が一般的であるが、この他にもＲＡＷデータ
形式、ＧＩＦデータ形式、ＢＭＰデータ形式等の保存形式が用いられ得る。
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　ディジタルスチルカメラ１０は、画像データの生成時に、撮影時に設定された撮影条件
を記述する撮影情報、予めディジタルスチルカメラ１０のメモリ（例えば、ＲＯＭ）内に
格納されている画像処理制御情報ＧＩを画像データのヘッダに書き込み、メモリカードＭ
Ｃ等に画像データを格納する。画像処理制御情報ＧＩは、ディジタルスチルカメラ１０等
の任意の画像データ生成装置にて生成された画像データを所定の出力装置から画像出力し
た際に所望の出力結果が得られるよう予め実験的に求められた情報であり、ディジタルス
チルカメラ１０と出力装置（例えば、プリンタ３０）との組み合わせに応じて画質調整条
件を規定する各パラメータについて予め求められた値が記述される。
　ディジタルスチルカメラ１０はまた、配置画像データＧＤを装飾するための装飾画像デ
ータＦＤおよび装飾画像データＦＤに対する配置画像データＧＤの配置位置、配置寸法を
規定すると共に装飾画像データに対応付けられているレイアウト制御情報ＬＩをメモリに
格納しておき、生成された撮像画像データと共にメモリカードＭＣに書き込んでも良い。
なお、以下の説明においては配置画像データとして撮像画像データを例にとって説明する
が、配置画像データは装飾画像データＦＤに配置される画像データであれば良く、コンピ
ュータグラフィックスによって生成された画像データを始め撮像された画像データに限ら
れるものではない。装飾画像データＦＤは、例えば、フレーム画像のデータ、複数の配置
画像データを貼り付けるアルバム台紙画像のデータであり、ビットマップデータ、ベクト
ルデータのいずれであっても良い。レイアウト制御情報ＬＩは、スクリプトによって記述
されており、本実施例においては、装飾画像データＦＤに対する配置画像データＧＤの配
置位置および配置寸法に加えて、各配置位置に配置される配置画像データＧＤに対する画
質調整の条件としての画質調整情報ＧＣを規定する。
　ディジタルスチルカメラ１０において生成された画像データは、例えば、ケーブルＣＶ
、コンピュータ２０を介して、あるいは、ケーブルＣＶを介してカラープリンタ３０に送
出される。あるいは、ディジタルスチルカメラ１０にて画像データが格納されたメモリカ
ードＭＣが、メモリカード・スロットに装着されたコンピュータ２０を介して、あるいは
、メモリカードＭＣをプリンタ３０に対して直接、接続することによって画像ファイルが
カラープリンタ３０に送出される。なお、以下の説明では、画像データに対する画像処理
がパーソナルコンピュータ２０にて実行され、処理済みの画像データがカラープリンタ３
０に対して出力される場合について説明する。
　カラープリンタ３０は、カラー画像の出力が可能なプリンタであり、例えば、シアン（
Ｃ）、マゼンタ（Ｍ）、イエロー（Ｙ）、ブラック（Ｋ）の４色の色インクを印刷媒体上
に噴射してドットパターンを形成することによって画像を形成するインクジェット方式の
プリンタである。あるいは、カラートナーを印刷媒体上に転写・定着させて画像を形成す
る電子写真方式のプリンタである。色インクには、上記４色に加えて、ライトシアン（薄
いシアン、ＬＣ）、ライトマゼンタ（薄いマゼンタ、ＬＭ）、ダークイエロ（暗いイエロ
、ＤＹ）を用いても良い。
　パーソナルコンピュータ２０における画像処理：
　図２を参照して、パーソナルコンピュータ２０（ＣＰＵ２００）の機能的構成の概要に
ついて説明する。図２は第１の実施例に係るパーソナルコンピュータ２０（ＣＰＵ２００
）の機能ブロック図である。
　パーソナルコンピュータ２０（ＣＰＵ２００）は、入力された複数の撮像画像データＧ
Ｄから装飾画像データに貼り付ける１または複数の撮像画像データＧＤを取得する撮像画
像データ取得部、取得された撮像画像データに関連付けられている画像処理制御情報ＧＩ
を取得する画像処理制御情報取得部を備えている。ＣＰＵ２００は、所望の装飾画像デー
タＦＤを取得する装飾画像データ取得部、取得された装飾画像データＦＤからレイアウト
制御情報ＬＩを取得するレイアウト制御情報取得部を備えている。
　ＣＰＵ２００は、画像処理制御情報取得部において取得された画像処理制御情報ＧＩと
レイアウト制御情報取得部において取得されたレイアウト制御情報ＬＩとを用いて撮像画
像データＧＤに対して画質調整を実行する画質調整部を備えている。より具体的には、Ｃ
ＰＵ２００は、レイアウト制御情報ＬＩに規定されている画質調整情報ＧＣと画像処理制
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御情報ＧＩの少なくともいずれか一方を用いて画質調整処理を実行し、画質調整情報ＧＣ
および画像処理制御情報ＧＩの双方を取得することができない場合には、撮像画像データ
ＧＤに対する画質調整処理は行われない。ＣＰＵ２００は、画質調整部において画質調整
された各撮像画像データＧＤを、レイアウト制御情報ＬＩにしたがって装飾画像データＦ
Ｄに貼り付け、出力用の画像データを生成する出力画像データ生成部を備えている。ＣＰ
Ｕ２００はまた、画質調整情報ＧＣと画像処理制御情報ＧＩの少なくともいずれか一方を
用いて実行された画質調整処理に対して、入力部を介して入力されたユーザの好みを反映
させた更なる画質調整処理を実行するユーザ調整部を備えている。ユーザ調整部はまた、
レイアウト制御情報ＬＩにしたがって装飾画像データＦＤに貼り付けられた撮像画像デー
タＧＤの貼り付け位置、貼り付け寸法を変更しても良い。
　図３～図１１を参照して第１の実施例に係るパーソナルコンビュータ２０において実行
される画像処理について説明する。図３は第１の実施例に係るパーソナルコンピュータ２
０において実行される画像処理の処理ルーチンを示すフローチャートである。図４は第１
の実施例に係るパーソナルコンピュータ２０において実行される画像処理の処理ルーチン
を示すフローチャートである。図５は装飾画像データのイメージ例を模式的に示す説明図
である。図６は装飾画像データＦＤおよびレイアウト制御情報ＬＩを備える装飾画像ファ
イルＦＦのファイル構造を模式的に示す説明図である。図７は撮像画像データＧＤおよび
画像処理制御情報ＧＩを備える撮像画像ファイルのファイル構造を模式的に示す説明図で
ある。図８は第１の実施例におけるレイアウト制御情報ＬＩによって規定される、装飾画
像データＦＤのテーマに応じた画質調整情報ＧＣの一例を示す説明図である。図９は第１
の実施例におけるレイアウト制御情報ＬＩによって規定される、装飾画像データＦＤのテ
ーマに応じた画質調整情報ＧＣの他の一例を示す説明図である。図１０は画像処理制御情
報ＧＩの一例を示す説明図である。図１１は第１の実施例における画像処理制御情報ＧＩ
と画質調整情報ＧＣとの合成テーブルの一例を示す説明図である。なお、装飾画像データ
ＦＤのイメージ例は、イメージバッファ上に展開された際の状態を概念的に示すものであ
り、各ファイルのファイル構造もまたメモリ上に格納された際の状態を概念的に示すもの
である。
　本実施例において実行される画像処理は、例えば、パーソナルコンピュータ２０にメモ
リカードＭＣが装着されたとき、あるいは、通信ケーブルを介してディジタルスチルカメ
ラ１０がパーソナルコンピュータ２０に接続されたときにに開始されてもよく、あるいは
、キーボード等を介してユーザによって画像処理が指示された場合に実行されてもよい。
　パーソナルコンピュータ２０（ＣＰＵ２００）は、画像処理を開始すると、選択された
装飾画像データＦＤを取得してＲＡＭ２０１に一時的に格納する（ステップＳ１００）。
装飾画像データＦＤの選択は、例えば、ディジタルスチルカメラ１０上において行われて
いても良く、あるいは、パーソナルコンピュータ２０上においてキーボード等を介して予
めＨＤＤ２０２に記憶されている装飾画像データの中から選沢されても良く、あるいは、
ネットワークを介して選択されても良い。なお、装飾画像データＦＤは複数の撮像画像デ
ータＧＤを配置するために複数の配置位置を有していても良いが、本実施例においては、
説明を容易にするために、配置位置を１つ有する装飾画像データＦＤに対して単一（１つ
）の撮像画像データＧＤが貼り付けられる場合について説明する。
　装飾画像データＦＤは、例えば、季節、行事といったテーマに応じたフレームのイメー
ジデータ、写真アルバム（アルバムページ）のイメージデータ、あるいは、撮像画像に対
するイラストデータといった装飾用のデータである。装飾画像データＦＤは、例えば、画
像出力時（イメージバッファ展開時）に図５に示す形態を示す。図５の例では、季節をテ
ーマとするフレームとして、カレンダーフレームが図示されており、撮像画像データＧＤ
を貼り付けるための配置位置が用意されている。
　装飾画像データＦＤは、装飾画像データＦＤとレイアウト制御情報ＬＩとを備える装飾
画像ファイルＦＦの形態にてやりとりされる。装飾画像ファイルＦＦは、例えば、図６に
示すファイル構造を備えており、レイアウト制御情報ＬＩは、撮像画像データＧＤを配置
すべき配置位置情報（例えば、座標情報）を規定すると共に、配置位置における撮像画像
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データＧＤの配置寸法（リサイズ寸法）、配置される撮像画像データＧＤに対する画質調
整情報ＧＣを規定する（図８および図９参照）。
　レイアウト制御情報ＬＩには更に、αチャネルデータが記述されている。αチャネルデ
ータは、例えば、画像合成時に上側に位置する画像データ（例えば、装飾画像データＦＤ
）と下側に位置する画像データ（例えば、撮像画像データＧＤ）の各階調値（Ｒ、Ｇ、Ｂ
データ値）を相対的に調整することで、上側画像データに対する下側に位置する画像デー
タの透過度を決定するためのデータである。例えば、上側画像データのＲ、Ｇ、Ｂデータ
に対して係数αの形で適用されれば、下側画像データのＲ、Ｇ、Ｂデータに対して係数（
１－α）の形で適用され、その値が２５５の場合には下側画像データは合成画像に現れず
（不透過）、０の場合には下側画像データは完全に合成画像に現れる（透過）。０～２５
５の範囲の任意の値を用いることで半透過の装飾効果を得ることができる。
　続いて、ＣＰＵ２００は、選択された撮像画像データＧＤを取得してＲＡＭ２０１に一
時的に格納する（ステップＳ１１０）。撮像画像データＧＤの選沢は、例えば、ディジタ
ルスチルカメラ１０上において行われていても良く、あるいは、パーソナルコンピュータ
２０上においてキーボード等を介して行われても良い。一般的には、既述のように、用い
るべき装飾画像データＦＤが選択（決定され）、続いて、装飾画像データＧＤの各配置位
置に配置されるべき撮像画像データＧＤが選択される。
　撮像画像データＧＤは、例えば、図７に示すように、画像処理制御情報ＧＩと共に１つ
の撮像画像ファイルＧＦを形成してもよい。画像処理制御情報ＧＩは、撮像画像データＧ
Ｄがヘッダ部を有する場合にはヘッダ部に記述されていても良く、さらには、第３の関連
付けデータによって撮像画像データＧＤと関連付けられていても良い。
　ＣＰＵ２００は、取得した装飾画像ファイルＦＦ（装飾画像データＦＤ）のレイアウト
制御情報ＬＩから画質調整情報ＧＣを検索し、画質調整情報ＧＣを検出することができた
場合には（ステップＳ１２０：Ｙｅｓ）、取得した撮像画像ファイルＧＦ（撮像画像デー
タＧＤ）から画像処理制御情報ＧＩを検索する（ステップＳ１３０）。
　ＣＰＵ２００は、取得した撮像画像データＧＤから画像処理制御情報ＧＩを検出するこ
とができた場合には（ステップＳ１３０：Ｙｅｓ）、図４のＳ１へと処理を進め、取得し
た撮像画像データＧＤから画像処理制御情報ＧＩを検出することができなかった場合には
（ステップＳ１３０：Ｎｏ）、図４のＳ２へと処理を進める。
　ＣＰＵ２００は、取得した装飾画像ファイルＦＦ（装飾画像データＦＤ）のレイアウト
制御情報ＬＩから画質調整情報ＧＣを検索し、画質調整情報ＧＣを検出することができな
かった場合には（ステップＳ１２０：Ｎｏ）、取得した撮像画像ファイルＧＦ（撮像画像
データＧＤ）から画像処理制御情報ＧＩを検索する（ステップＳ１４０）。
　ＣＰＵ２００は、取得した撮像画像データＧＤから画像処理制御情報ＧＩを検出するこ
とができた場合には（ステップＳ１４０：Ｙｅｓ）、図４のＳ３へと処理を進め、取得し
た撮像画像データＧＤから画像処理制御情報ＧＩを検出することができなかった場合には
（ステップＳ１４０：Ｎｏ）、図４のＳ４へと処理を進める。
　図４を参照して説明を続けると、ＣＰＵ２００は、Ｓ１に処理を進めた場合には、画像
処理制御情報ＧＩおよび画質調整情報ＧＣを用いて画質調整処理を実行する（ステップＳ
１５０）。
　ここで、画質調整情報ＧＣの例について図８および図９を参照して説明する。図８の例
では、「季節」が装飾画像データＦＤのテーマとなっており、例えば、図５に示すカレン
ダーフレームが該当する。画質調整情報ＧＣとしては、コントラスト、明度、彩度、シャ
ープネス、記憶色（肌、緑、空）の各画質調整パラメータについて補正量または補正の傾
向が規定されている。例えば、４月の装飾画像データＦＤに対しては「標準」と設定され
ている記憶色（緑、空）は、７月の装飾画像データＦＤにおいては共に「強く」と設定さ
れ、夏の緑、空を強調する内容とされている。
　一方、図９の例では、「行事」が装飾画像データＦＤのテーマとなっており、例えば、
誕生日、クリスマス、花火大会、結婚式がテーマとして用意されている。画質調整情報Ｇ
Ｃとしては、コントラスト、明度、彩度、シャープネス、記憶色（肌、緑、空）、ノイズ
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除去の各画質調整パラメータについて補正量または補正の傾向が規定されている。例えば
、暗い撮影条件下で撮影される「花火大会」をテーマとする装飾画像データＦＤの画質調
整情報ＧＣでは、ノイズ除去が「オン」されている。また、結婚式をテーマとする装飾画
像データＦＤの画質調整情報ＧＣでは、シャープネスの画質調整パラメータとして「ソフ
トフォーカス」が設定されている。
　画像処理制御情報ＧＩは、例えば、図１０に示す内容を有している。画像処理制御情報
ＧＩでは、撮影時における撮影シーンを１１のモードに区分し、各モード毎に対応する撮
影シーンに最適な画質調整パラメータについての補正量または補正の傾向が規定されてい
る。
　画像処理制御情報ＧＩが、撮影時における撮影シーンに対応して設定される画像処理条
件（画質調整条件）であるのに対して、画質調整情報ＧＣは、装飾画像データＦＤのテー
マに対応して設定される画像処理条件（画質調整条件）である点で両者は相違する。した
がって、両情報ＧＩ、ＧＣは互いに抵触する場合があり、両情報ＧＩ、ＧＣが併存する場
合には、両情報ＧＩ、ＧＣを適切に合成したり、あるいは、一方の情報のみの使用を決定
する必要がある。
　本実施例では、ＣＰＵ２００は、図１１に示す合成テーブルを用いて画像処理制御情報
ＧＩおよび画質調整情報ＧＣを合成する。図１１の例では、画像処理制御情報ＧＩと画質
調整情報ＧＣとが等しい条件で合成されているが、画像処理制御情報ＧＩを優先させても
良く、あるいは、画質調整情報ＧＣを優先させても良い。両情報ＧＩ、ＧＣを用いて合成
補正量（補正の傾向）を決定すると、ＣＰＵ２００は、決定した合成補正量（補正の傾向
）を適用して、撮像画像データＧＤに対する画質調整処理を実行する。
　画像処理制御情報ＧＩおよび画質調整情報ＧＣを用いた画質調整処理について具体的説
明する。ＣＰＵ２００は、撮像画像データＧＤを画素単位にて走査して、撮像画像データ
ＦＤの特性を示す画像統計値（画質特性パラメータ値）を取得する。画質特性パラメータ
値としては、例えば、コントラスト、シャープネス、明度といったパラメータについての
値が求められる。パーソナルコンピュータ２０は、各画質特性パラメータに対して、基準
となる基準画質パラメータ値を予めＨＤＤ２０２に格納しており、ＣＰＵ２００は、解析
により得られた各画質特性パラメータ値と基準画質パラメータ値との偏差を解消または低
減するように各画質特性パラメータ値に対する補正量、すなわち解析補正量を決定する。
　ＣＰＵ２００は、画像処理制御情報ＧＩおよび画質調整情報ＧＣから得られた各画質調
整パラメータに対する合成補正量（補正の傾向）を用いて、決定した解析補正量を修正す
る。すなわち、合成補正量を用いて、決定した解析補正量を増減することによって修正補
正量を得る。
　ＣＰＵ２００は、取得した修正補正量を用いて各撮像画像データＧＤに対する画質調整
処理を実行する。画質調整処理は、例えば、シャドウ、ハイライト、明度、コントラスト
、カラーバランス、記憶色補正の各画質パラメータについては、撮像画像データＧＤのＲ
ＧＢ成分の入力レベルと出力レベルとを対応付けるトーンカーブ（Ｓカーブ）を用いて実
行される。トーンカーブを用いた画質調整処理では、画像処理制御情報ＧＩおよび画質調
整情報ＧＣから得られた各画質調整パラメータに対する合成補正量（補正の傾向）を用い
て、ＲＧＢ成分またはＲ、Ｇ、Ｂの各成分について各トーンカーブが変更される。
　具体的には、トーンカーブには、実験的に、各画質パラメータについて、修正補正量を
適用するポイントが定められており、修正補正量が適用されることによって、そのポイン
トにおけるトーンカーブの通過点が変更され、入力－出力特性が変更される。したがって
、撮像画像データＧＤに対して、変更後のＲ、Ｇ、Ｂ各トーンカーブを適用すれば、撮像
画像データＧＤのＲＧＢの各成分について入力－出力変換が行われ、画質が調整された撮
像画像データＧＤが得られる。
　各画質パラメータに対する解析補正量の取得、修正補正量を用いた画質調整処理（自動
画質調整処理）についてまとめれば、例えば、以下のように具体的に実行される。なお、
基準値とは基準画質パラメータ値を意味する。
　・コントラスト、シャドー、ハイライトについては、撮像画像データからシャドウポイ
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ントとハイライトポイントとを検出して基準値に基づく解析補正量を取得し、修正補正量
を用いてヒストグラムの伸張を実行する。また、輝度標準偏差に基づいて解析補正量を求
め、修正補正量を用いてトーンカーブを変更（補正）する。
　・明るさについては、画像データを１４分割した個々の領域から計算される輝度値に基
づいて、画像が暗い（露出不足）か明るい（露出超過）であるかを判定し、基準値に基づ
いて解析補正量を取得し、修正補正量を用いてトーンカーブの補正を実行する。
　・カラーバランスについては、画像データのＲ成分、Ｇ成分、Ｂ成分の各ヒストグラム
からカラーバランスの偏りを分析し、Ｒ成分、Ｇ成分、Ｂ成分の各トーンカーブからＲＧ
Ｂ各成分に対する基準値に基づいてそれぞれの解析補正量を取得し、各修正補正量を用い
て色かぶりを軽減する。なお、画質調整情報ＧＣまたは画像処理制御情報ＧＩにおいて、
意図的な色かぶりが指定されている場合には、カラーバランスの自動調整は実行されない
ことが好ましい。
　・彩度については、画像データの彩度分布を分析し、基準値に基づいて解析補正量を決
定し、さらに修正補正量を決定し、彩度の強調を実行する。したがって、低彩度の画像デ
ータほど彩度強調のレベルが大きくなる。
　・シャープネスについては、画像データの周波数とエッジの強度分布を解析し、基準値
に基づいてアンシャープマスクの適用量（解析補正量）を決定し、さらに修正補正量を決
定し、決定された修正補正量（適用量）にてアンシャープマスクを実施することにより画
質調整が実行される。基準値は、周波数分布に基づいて決定され、高周波画像データ（風
景等）ほど基準値が小さくなり、低周波画像データ（人物等）ほど基準値が大きくなる。
また、アンシャープマスクの適用量は、エッジ強度分布に依存しており、ぼけた特性を有
する画像データほどその適用量が大きくなる。
　Ｓ２に処理を進めた場合、ＣＰＵ２００は、画質調整情報ＧＣを用いて画質調整処理を
実行する（ステップＳ１６０）。より具体的には、画質調整情報ＧＣとして規定されてい
る各画質調整パラメータについての補正量（補正の傾向）を適用して、撮像画像データＧ
Ｄに対する画質調整処理が実行される。画質調整情報ＧＣとして、各画質特性パラメータ
値と基準画質パラメータ値との偏差の低減の度合い、すなわち、自動画質調整量の適用レ
ベルが記述されている場合には、解析補正量は、画質調整情報ＧＣに規定されている低減
の度合いに従って修正され、修正補正量とされる。一方、画質調整情報ＧＣとして、各画
質調整パラメータの具体的な値が記述されている場合には、記述されている値がそのまま
修正補正量とされても良い。すなわち、撮像画像データＧＤの解析によって得られた解析
補正量を用いることなく、画質調整情報ＧＣが直接、修正補正量として用いられる。画質
調整情報ＧＣを用いる場合には、装飾画像データＦＤのテーマに適した修正補正量とする
ことができる。
　ＣＰＵ２００は、Ｓ３に処理を進めた場合には、画像処理制御情報ＧＩを用いて画質調
整処理を実行する（ステップＳ１７０）。より具体的には、画像処理制御情報ＧＩとして
規定されている各画質調整パラメータについての補正量（補正の傾向）を適用して、撮像
画像データＧＤに対する画質調整処理が実行される。画像処理制御情報ＧＩとして、各画
質特性パラメータ値と基準画質パラメータ値との偏差の低減の度合い、すなわち、自動画
質調整量の適用レベルが記述されている場合には、解析補正量は、画像処理制御情報ＧＩ
によって規定されている低減の度合いに従って修正され、修正補正量とされる。一方、画
像処理制御情報ＧＩとして、各画質調整パラメータの具体的な値が記述されている場合に
は、記述されている値がそのまま修正補正量とされても良い。すなわち、撮像画像データ
ＧＤの解析によって得られた解析補正量を用いることなく、画像処理制御情報ＧＩが直接
、修正補正量として用いられる。画像処理制御情報ＧＩを用いる場合には、撮影者の意図
を反映した修正補正量とすることができる。
　ＣＰＵ２００は、Ｓ４に処理を進めた場合には、撮像画像データに対する画質調整処理
を行わない。
　ＣＰＵ２００は、レイアウト制御情報ＬＩに従って装飾画像データＦＤと撮像画像デー
タＧＤとを合成して（重ね合わせて）出力画像データを生成する（ステップＳ１８０）。
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ＣＰＵ２００は、画質調整情報ＧＣおよび画像処理制御情報ＧＩの少なくともいずれか一
方を用いて画質調整処理が実行された、あるいは、画質調整処理が実行されていない撮像
画像データＧＤに対して、ユーザから変更要求が有る場合には（ステップＳ１８２：Ｙｅ
ｓ）、要求された変更を撮像画像データＧＤに対して施し（ステップＳ１８４）、ステッ
プＳ１９０に移行する。ユーザからの変更要求は、例えば、パーソナルコンピュータ２０
に接続されているキーボード、マウス等の入力装置によって入力され、変更要求としては
、例えば、撮像画像データの配置位置、撮像画像データに対する画質調整に対する変更要
求が含まれる。なお、要求に応じた撮像画像データの再配置を実行しても良い。
　装飾画像データＦＤに対する撮像画像データＧＤの合成は、例えば、次のように行われ
る。ＣＰＵ２００は、レイアウト制御情報ＬＩに記述されている配置位置および配置寸法
についてのスクリプトを解釈し、解釈結果に従って装飾画像データＦＤに対する撮像画像
データの配置位置および配置寸法を決定し、また、αチャネルデータに基づいて装飾画像
データＦＤの階調値を決定して両画像データを合成する（重ね合わせる）。ＣＰＵ２００
は、スクリプトに記述されている配置位置の配置寸法に従って、各撮像画像データのサイ
ズをリサイズ（縮小または拡大）する。
　ＣＰＵ２００による、両画像データの合成処理は、例えば、既述のαチャネルデータの
値を適用して各撮像画像データのＲ、Ｇ、Ｂ値を加算することで出力画像データのＲ、Ｇ
、Ｂ値を得ることによって実行される。すなわち、出力画像（合成後の画像）に撮像画像
が現れるべき領域については装飾画像データＦＤによって撮像画像データＧＤの再現が妨
げられないように、αチャネルデータは０とされ、出力画像に装飾画像が現れるべき領域
（装飾領域、フレーム領域）についてはαチャネルデータを２５５とすることで、撮像画
像の再現を許さない。
　ＣＰＵ２００は、出力画像データをプリンタドライバ、表示ディスプレイドライバに出
力して（ステップＳ１９０）、本処理ルーチンを終了する。プリンタドライバでは、ルッ
クアップテーブル等を用いたＲＧＢ－ＣＭＹＫ色変換処理、ハーフトーン処理等が実行さ
れ、例えば、出力画像データを印刷制御コマンド付きのラスタデータとしてプリンタ３０
へと出力する。
　以上説明したように、第１の実施例に係る画像処理装置としてのパーソナルコンピュー
タ２０によれば、装飾画像データＦＤに貼り付けられる撮像画像データＧＤに対して、装
飾画像データＦＤのレイアウト制御情報ＬＩによって規定されている画質調整情報ＧＣを
用いて画質調整処理を実行することができる。したがって、画質調整情報ＧＣとして、装
飾画像データＦＤのイメージ、テーマに適合する、撮像画像データＧＤに対する補正量、
補正の傾向を規定することによって、装飾画像データＦＤのイメージ、テーマと撮像画像
データＧＤの画質調整処理結果とを一致、整合、または適合させることができる。この結
果、見栄えの良い出力画像を得ることができる。
　また、撮像画像データＧＤに対して画像処理条件を指定する画像処理制御情報ＧＩが関
連付けられている場合であっても、画像処理制御情報ＧＩにより規定されている補正量（
補正傾向）と画質調整情報ＧＣにより規定されている補正量（補正傾向）とを合成して画
質調整処理が実行される。したがって、撮像画像データＧＤに対して、撮影シーンに適し
た画質調整処理を施すことができると共に、装飾画像データＦＤのイメージ、テーマに適
した画質調整処理を実行することができる。この結果、撮像面像としてはもとより、装飾
画像と撮像画像との合成画像として調和の取れた見栄えの良い出力結果を得ることができ
る。
　・第２の実施例：
　図１２および図１３を参照して第２の実施例としてのパーソナルコンピュータ２０にお
ける画像処理について説明する。図１２は第２の実施例における出力単位データの出力イ
メージを模式的に示す説明図である。図１３は第２の実施例における各装飾画像データＦ
Ｄにおいて規定される画質調整情報ＧＣの一例を示す説明図である。なお、パーソナルコ
ンピュータ２０の構成を始めとする画像処理システムの構成は、第１の実施例において説
明した構成と同様であるから、同一の符号を付すことでその説明を省略する。また、図１
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２に示す出力単位データの出力イメージは、例えば、イメージバッファ上に展開された撮
像画像データＧＤおよび装飾画像データＦＤを概念的イメージ、あるいは、出力媒体上に
出力された出力画像のイメージを示す。
　第１の実施例では、出力単位、例えば、印刷ジョブ単位にこだわることなく、装飾画像
データＦＤに貼り付けられる撮像画像データＧＤに対する、画像処理制御情報ＧＩおよび
画質調整情報ＧＣを用いた画質調整処理について説明した。これに対して、第２の実施例
では、印刷ジョブに複数の装飾画像データＦＤ１、２が含まれ得ると共に、各装飾画像デ
ータＦＤ１、２に貼り付けられる撮像画像データＧＤ１、２に対しては、別の画質調整情
報ＧＣが適用され得る点を明確にした。
　図１２に示すように、１つの印刷ジョブに対して、複数の装飾画像データＦＤ１、２が
存在する場合には、各装飾画像データＦＤ１、２に規定されている画質調整情報ＧＣがそ
れぞれ各撮像画像データＧＤ１、２に対して適用される。すなわち、貼り付けられる撮像
画像データＧＤに対する画質調整処理は、貼り付け対象となる装飾画像データＦＤのレイ
アウト制御情報ＬＩによって規定されている画質調整情報ＧＣによって制御される。
　変形例：
（１）上記第１および第２の実施例では、撮像画像データＧＤを解析し、各画質調整パラ
メータに対する解析補正量を取得し、取得した解析補正量を、画像処理制御情報ＧＩおよ
び画質調整情報ＧＣによって修正した修正補正量を適用して画質調整処理を実行する。し
かしながら、撮像画像データＧＤを解析することなく、画像処理制御情報ＧＩおよび画質
調整情報ＧＣを用いて画質調整処理を実行してもよい。この場合、画像処理制御情報ＧＩ
および画質調整情報ＧＣから得られた各画質調整パラメータに対する合成補正量（補正の
傾向）を用いて、ＲＧＢ成分またはＲ、Ｇ、Ｂの各成分について各トーンカーブが変更さ
れる。
（２）各画質パラメータに対する補正量を用いた画質調整処理についてまとめれば、例え
ば、以下のように具本的に実行される。なお、基準値とは基準画質調整パラメータ値を意
味する。
　・コントラスト、シャドー、ハイライトについては、合成補正量を用いてヒストグラム
の伸張を実行する。また、合成補正量を用いてトーンカーブを変更（補正）する。
　・明るさについては、合成補正量を用いてトーンカーブの補正を実行する。
　・カラーバランスについては、Ｒ成分、Ｇ成分、Ｂ成分の各トーンカーブに対して合成
補正量を適用して色かぶりを軽減する。
　・彩度については、合成補正量に従って、彩度の強調を実行する。
　・シャープネスについては、合成補正量（適用量）にてアンシャープマスクを実施する
ことにより画質調整が実行される。
　かかる場合には、レイアウト制御情報ＬＩに規定されている画質調整情報ＧＣによって
、直接的に撮像画像データＧＤに対する画質調整処理を制御することができる。したがっ
て、撮像画像データＧＤに対して、装飾画像データＦＤまたは装飾画像データＦＤのテー
マに適合する画質調整処理を実行することができる。
　第１の実施例では、１つの装飾画像データＦＤに対して１つの撮像画像データＧＤが配
置される場合について説明したが、図１４および図１５に示すように、複数の配置位置１
、２を有する１つの装飾画像データに対して複数の撮像画像データＧＤ１、ＧＤ２が配置
されても良い。図１４は撮像画像データを配置する配置位置を複数備える装飾画像データ
ＦＤのイメージ例を模式的に示す説明図である。図１５は複数の撮像画像データＧＤに対
するレイアウト制御情報ＬＩを備える装飾画像ファイルＦＦのファイル構造を模式的に示
す説明図である。
　この場合には、各配置位置１、２に対してそれぞれ独立した画質調整情報ＧＣ１、ＧＣ
２が規定される。したがって、装飾画像データＦＤの各配置位置の撮像画像データＧＤ１
、ＧＤ２に対して独立した画質調整処理を実行することができる。
　上記各実施例における画像処理装置は、ディジタルスチルカメラであっても良い。この
場合、撮像画像データと装飾画像データとが一体となった合成後の画像データを撮像画像
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データとして出力しても良い。例えば、キャラクターのワンポイント画像が付されたフレ
ームを装飾画像データとして用いれば、合成後の画像としてキャラクターのワンポイント
画像を伴った撮像画像を得ることができる。
　・第３の実施例：
　図１６を参照して、第３の実施例に係るパーソナルコンピュータ２０（ＣＰＵ２００）
の機能的構成の概要について説明する。図１６は第３の実施例に係るパーソナルコンピュ
ータ２０（ＣＰＵ２００）の機能ブロック図である。なお、第３の実施例以降の実施例に
おいて用いられるレイアウト制御情報ＬＩには、装飾画像データＦＤに対する配置画像デ
ータＧＤの配置位置および配置寸法に加えて、各配置位置に配置される配置画像データＧ
Ｄに対する補正量、補正レベル、各配置位置の優先順位を規定する。
　パーソナルコンピュータ２０（ＣＰＵ２００）は、入力された複数の撮像画像データＧ
Ｄから装飾画像データに貼り付ける複数の撮像画像データＧＤを選択する撮像画像データ
選択部、選択された撮像画像データを解析して画質の特性を示す画質特性パラメータを取
得する撮像画像データ解析部を備えている。ＣＰＵ２００は、選択された装飾画像データ
ＦＤからレイアウト制御情報ＬＩを取得するレイアウト制御情報取得部、取得したレイア
ウト制御情報ＬＩを用いて撮像画像データＧＤに対する画質調整レベルを設定する画質調
整レベル設定部を備えている。
　ＣＰＵ２００は、撮像画像データ選択部において選択された撮像画像データＧＤおよび
撮像画像データ解析部における解析結果、並びにレイアウト制御情報ＬＩおよび画質調整
レベル設定部において設定された画質調整レベルを用いて、各撮像画像データＧＤに対し
て画質調整を実行する画質調整部を備えている。ＣＰＵ２００は、画質調整部において画
質調整された各撮像画像データＧＤを、レイアウト制御情報ＬＩにしたがって装飾画像デ
ータＦＤに貼り付け、出力用の画像データを生成する出力画像データ生成部を備えている
。ＣＰＵ２００はまた、撮像画像データ解析部における解析結果、並びにレイアウト制御
情報ＬＩを用いて設定された画質調整レベルを用いて実行された画質調整処理に対して、
入力部を介して入力された、ユーザの好みを反映させた更なる画質調整処理を実行するユ
ーザ調整部を備えている。ユーザ調整部はまた、レイアウト制御情報ＬＩにしたがって装
飾画像データＦＤに貼り付けられた撮像画像データＧＤの貼り付け位置、貼り付け寸法を
変更しても良い。
　図１７～図２１を参照して第３の実施例に係るパーソナルコンピュータ２０において実
行される画像処理について説明する。図１７は第３の実施例に係るパーソナルコンピュー
タ２０において実行される画像処理の処理ルーチンを示すフローチャートである。図１８
は装飾画像データにおける撮像画像データの配置位置および配置寸法を模式的に示す説明
図である。図１９は装飾画像データＦＤおよびレイアウト制御情報ＬＩを備える装飾画像
ファイルＦＦのファイル構造を模式的に示す説明図である。図２０は第３の実施例におけ
るレイアウト制御情報ＬＩによって規定される各配置位置に対する補正レベルの一実施例
を示す説明図である。図２１は撮像画像データＧＤおよび画像処理制御情報ＧＩを備える
撮像画像ファイルのファイル構造を模式的に示す説明図である。なお、装飾画像データＦ
Ｄに対する撮像画像データの配置位置は、イメージバッファ上に展開された際の状態を概
念的に示すものであり、各ファイルのファイル構造もまたメモリ上に格納された際の状態
を概念的に示すものである。
　本実施例において実行される画像処理は、例えば、パーソナルコンピュータ２０にメモ
リカードＭＣが装着されたとき、あるいは、通信ケーブルを介してディジタルスチルカメ
ラ１０がパーソナルコンピュータ２０に接続されたときにに開始されてもよく、あるいは
、キーボード等を介してユーザによって画像処理が指示された場合に実行されてもよい。
　パーソナルコンピュータ２０（ＣＰＵ２００）は、画像処理を開始すると、選択された
装飾画像データＦＤおよび選択された複数の撮像画像データＧＤを取得してＲＡＭ２０１
に一時的に格納する（ステップＳ２００）。装飾画像データＦＤの選択は、例えば、ディ
ジタルスチルカメラ１０上において行われていても良く、あるいは、パーソナルコンピュ
ータ２０上においてキーボード等を介して予めＨＤＤ２０２に記憶されている装飾画像デ
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ータの中から選択されても良く、あるいは、ネットワークを介して選択されても良い。撮
像画像データＧＤの選択は、例えば、ディジタルスチルカメラ１０上において行われてい
ても良く、あるいは、パーソナルコンピュータ２０上においてキーボード等を介して行わ
れても良い。一般的には、用いるべき装飾画像データＦＤが選択（決定され）、続いて、
装飾画像データＧＤの各配置位置に配置されるべき複数の撮像画像データが選択される。
　装飾画像データＦＤは、例えば、写真フレームのイメージデータ、写真アルバム（アル
バムページ）のイメージデータ、あるいは、撮像画像に対するイラストデータといった装
飾用のデータである。装飾画像データＦＤは、画像出力時（イメージバッファ展開時）図
１８に示す形態を備えており、撮像画像データを貼り付けるための配置位置Ａ～Ｃを備え
ている。装飾画像データＦＤは、装飾画像データＦＤとレイアウト制御情報ＬＩとを備え
る装飾画像ファイルＦＦの形態にてやりとりされる。装飾画像ファイルＦＦは、例えば、
図１９に示すファイル構造を備えており、レイアウト制御情報ＬＩは、撮像画像データＧ
Ｄを配置すべき配置位置情報（例えば、座標情報）を規定すると共に、各配置位置Ａ～Ｃ
について、配置寸法（リサイズ寸法）、配置される撮像画像データに対する補正レベルを
規定する。補正レベルは、装飾画像データＦＤ上の配置位置、配置位置面積の寸法に基づ
いて決定され、例えば、装飾画像データＦＤの中心に近い配置位置、配置位置面積の大き
い配置位置に対して高い補正レベルが規定される。
　レイアウト制御情報ＬＩには更に、αチャネルデータが記述されている。αチャネルデ
ータは、例えば、画像合成時に上側に位置する画像データ（例えば、装飾画像データＦＤ
）と下側に位置する画像データ（例えば、撮像画像データＧＤ）の各階調値（Ｒ、Ｇ、Ｂ
データ値）を相対的に調整することで、上側画像データに対する下側に位置する画像デー
タの透過度を決定するためのデータである。例えば、上側画像データのＲ、Ｇ、Ｂデータ
に対して係数αの形で適用されれば、下側画像データのＲ、Ｇ、Ｂデータに対して係数（
１－α）の形で適用され、その値が２５５の場合には下側画像データは合成画像に現れず
（不透過）、０の場合には下側画像データは完全に合成画像に現れる（透過）。０～２５
５の範囲の任意の値を用いることで半透過の装飾効果を得ることができる。
　ＣＰＵ２００は、取得した装飾画像ファイルＦＦからレイアウト制御情報ＬＩを取得し
（ステップＳ２１０）、選択された各撮像画像データＧＤを解析して解析補正量を決定す
る（ステップＳ２２０）。解析補正量、すなわち、自動画質調整量の決定手順について以
下説明する。
　ＣＰＵ２００は、撮像画像データＧＤを画素単位にて走査して、撮像画像データＦＤの
特性を示す画像統計値（画質特性パラメータ値）を取得する。画質特性パラメータ値とし
ては、例えば、コントラスト、シャープネス、明度といったパラメータについての値が求
められる。パーソナルコンピュータ２０は、各画質特性パラメータに対して、基準となる
基準画質パラメータ値を予めＨＤＤ２０２に格納しており、ＣＰＵ２００は、解析により
得られた各画質特性パラメータ値と基準画質パラメータ値との偏差を解消または低減する
ように各画質特性パラメータ値に対する補正量、すなわち解析補正量を決定する。
　解析補正量を決定するにあたっては、撮像画像データＦＤが画像処理制御情報ＧＩと関
連付けられている場合には、画像処理制御情報ＧＩを用いて実行されてもよい。画像処理
制御情報ＧＩは、例えば、図２１に示すように、撮像画像データＧＤと共に１つの撮像画
像ファイルＧＦを形成してもよく、撮像画像データＧＦがヘッダ部を有する場合にはヘッ
ダ部に記述されていても良く、さらには、第３の関連付けデータによって撮像画像データ
ＧＤと関連付けられていても良い。画像処理制御情報ＧＩとして、各画質特性パラメータ
値と基準画質パラメータ値との偏差の低減の度合い、自動画質調整量の適用レベルが記述
されている場合には、解析補正量は、予め設定されている低減の度合いに代えて画像処理
制御情報ＧＩによって規定されている低減の度合いに従って決定される。一方、画像処理
制御情報ＧＩとして、各画質調整パラメータの具体的な値が記述されている場合には、記
述されている値が解析補正量とされる。画像処理制御情報ＧＩを用いる場合には、撮影者
の意図を反映した解析補正量とすることができる。
　ＣＰＵ２００は、取得したレイアウト制御情報ＬＩに補正レベルが規定されているか否



(25) JP 4466565 B2 2010.5.26

10

20

30

40

50

かを判定する（ステップＳ２３０）。具体的には、レイアウト制御情報ＬＩを検索して補
正レベル規定タグが存在するか否かを判定する。ＣＰＵ２００は、取得したレイアウト制
御情報ＬＩに補正レベルが規定されていると判定した場合には（ステップＳ２３０：Ｙｅ
ｓ）、規定されている補正レベルに従って各撮像画像データに対する解析補正量を修正し
て修正補正量を決定する（ステップＳ２４０）。
　第３の実施例では、例えば、図２０に示すように各配置位置について補正レベルが規定
されており、配置位置Ａの撮像画像データに対する修正補正量は解析補正量の８０％とさ
れ、配置位置Ｂの撮像画像データに対する修正補正量は解析補正量の１００％とされ、配
置位置Ｃの撮像画像データに対する修正補正量は解析補正量の７０％とされる。図１８か
ら理解されるように、第１の実施例においては、配置位置Ｂは装飾画像データＬＤの中央
に位置すると共に配置位置面積も最も大きく、目に付きやすい配置位置である。そこで、
レイアウト制御情報ＬＩでは配置位置Ｂについての補正レベルを１００％とし、配置位置
Ｂに配置される撮像画像データに対する画質調整レベルを他の配置位置Ａ、Ｃよりも高く
した。この結果、配置位置Ｂに配置される撮像画像データは他の配置位置Ａ、Ｃに配置さ
れる撮像画像データに対してより目立つ撮像画像データとされる。
　ＣＰＵ２００は、決定した修正補正量を用いて各撮像画像データＧＤに対する画質調整
処理を実行する（ステップＳ２５０）。画質調整は、例えば、シャドウ、ハイライト、明
度、コントラスト、カラーバランス、記憶色補正の各画質パラメータについては、撮像画
像データＧＤのＲＧＢ成分の入力レベルと出力レベルとを対応付けるトーンカーブ（Ｓカ
ーブ）を用いて実行される。トーンカーブを用いて画質を調整する場合には、各画質パラ
メータに対する各修正補正量は、ＲＧＢの各成分についてそれぞれの１つのトーンカーブ
を変更するために用いられる。具体的には、トーンカーブには、実験的に、各画質パラメ
ータについて、修正補正量を適用するポイントが定められており、修正補正量が適用され
ることによって、そのポイントにおけるトーンカーブの通過点が変更され、入力－出力特
性が変更される。したがって、撮像画像データＧＤに対して、変更後のＲ、Ｇ、Ｂ各トー
ンカーブを適用すれば、撮像画像データＧＤのＲＧＢの各成分について入力－出力変換が
行われ、画質が調整された撮像画像データＧＤが得られる。
　各画質パラメータに対する解析補正量の取得、修正補正量を用いた画質調整処理（自動
画質調整処理）についてまとめれば、例えば、以下のように具体的に実行される。なお、
基準値とは画質基準パラメータ値を意味する。
　・コントラスト、シャドー、ハイライトについては、撮像画像データからシャドウポイ
ントとハイライトポイントとを検出して基準値に基づく解析補正量を取得し、修正補正量
を用いてヒストグラムの伸張を実行する。また、輝度標準偏差に基づいて解析補正量を求
め、修正補正量を用いてトーンカーブを変更（補正）する。
　・明るさについては、画像データを１４分割した個々の領域から計算される輝度値に基
づいて、画像が暗い（露出不足）か明るい（露出超過）であるかを判定し、基準値に基づ
いて解析補正量を取得し、修正補正量を用いてトーンカーブの補正を実行する。
　・カラーバランスについては、画像データのＲ成分、Ｇ成分、Ｂ成分の各ヒストグラム
からカラーバランスの偏りを分析し、Ｒ成分、Ｇ成分、Ｂ成分の各トーンカーブをＲＧＢ
各成分に対する基準値に基づいてそれぞれの解析補正量を取得し、各修正補正量を用いて
色かぶりを軽減する。なお、画像処理制御情報ＧＩにおいて、意図的な色かぶりが指定さ
れている場合には、カラーバランスの自動調整は実行されないことが好ましい。
　・彩度については、画像データの彩度分布を分析し、基準値に基づいて解析補正量を決
定し、さらに修正補正量を決定し、彩度の強調を実行する。したがって、低彩度の画像デ
ータほど彩度強調のレベルが大きくなる。
　・シャープネスについては、画像データの周波数とエッジの強度分布を解析し、基準値
に基づいてアンシャープマスクの適用量（解析補正量）を決定し、さらに修正補正量を決
定し、決定された修正補正量（適用量）にてアンシャープマスクを実施することにより画
質調整が実行される。基準値は、周波数分布に基づいて決定され、高周波画像データ（風
景等）ほど基準値が小さくなり、低周波画像データ（人物等）ほど基準値が大きくなる。
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また、アンシャープマスクの適用量は、エッジ強度分布に依存しており、ぼけた特性を有
する画像データほどその適用量が大きくなる。
　ＣＰＵ２００は、取得したレイアウト制御情報ＬＩに補正レベルが規定されていないと
判定した場合には（ステップＳ２３０：Ｎｏ）、先に決定した解析補正量を用いて既述の
画質調整処理を実行する（ステップＳ２６０）。
　ＣＰＵ２００は、決定した修正補正量を用いた画質調整処理（ステップＳ２５０）また
は決定した解析補正量を用いた画質調整処理（ステップＳ２６０）を終えると、レイアウ
ト制御情報ＬＩに従って装飾画像データＦＤと撮像画像データＧＤとを合成して（重ね合
わせて）出力画像データを生成する（ステップＳ２７０）。
　装飾画像データＦＤに対する撮像画像データＧＤの合成は、例えば、次のように行われ
る。ＣＰＵ２００は、レイアウト制御情報ＬＩに記述されている配置位置および配置寸法
についてのスクリプトを解釈し、解釈結果に従って装飾画像データＦＤに対する撮像画像
データの配置位置および配置寸法を決定し、また、αチャネルデータに基づいて装飾画像
データＦＤの階調値を決定して両画像データを合成する（重ね合わせる）。ＣＰＵ２００
は、スクリプトに記述されている各配置位置毎の配置寸法に従って、各撮像画像データの
サイズをリサイズ（縮小または拡大）する。
　ＣＰＵ２００による、両画像データの合成処理は、例えば、既述のαチャネルデータの
値を適用して各撮像画像データのＲ、Ｇ、Ｂ値を加算することで出力画像データのＲ、Ｇ
、Ｂ値を得ることによって実行される。すなわち、出力画像（合成後の画像）に撮像画像
が現れるべき領域については装飾画像データＦＤによって撮像画像データＧＤの再現が妨
げられないように、αチャネルデータは０とされ、出力画像に装飾画像が現れるべき領域
（装飾領域、フレーム領域）についてはαチャネルデータを２５５とすることで、撮像画
像の再現を許さない。
　ＣＰＵ２００は、ユーザ変更要求がキーボード、マウス等の入力装置から入力されたか
否かを判定し（ステップＳ２８０）、ユーザ変更要求が入力されていないと判定した場合
には（ステップＳ２８０：Ｎｏ）、ステップＳ１９０に移行する。
　ＣＰＵ２００は、ユーザ変更要求が入力されたと判定した場合には（ステップＳ２８０
：Ｙｅｓ）、ユーザによって指定された撮像画像データの選択、ユーザによって指定され
た配置位置の変更を実行して、ステップＳ２３０～ステップＳ２７０の処理を実行する。
この結果、装飾画像データに配置される撮像画像データ、装飾画像データにおける撮像画
像データの配置位置についてユーザ毎の好みを反映させることができる。
　ＣＰＵ２００は、出力画像データをプリンタドライバ、表示ディスプレイドライバに出
力して（ステップＳ２９０）、本処理ルーチンを終了する。プリンタドライバでは、ルッ
クアップテーブル等を用いたＲＧＢ－ＣＭＹＫ色変換処理、ハーフトーン処理等が実行さ
れ、例えば、出力画像データを印刷制御コマンド付きのラスタデータとしてプリンタ３０
へと出力する。
　以上説明したように、第３の実施例に係る画像処理装置としてのパーソナルコンピュー
タ２０によれば、レイアウト制御情報ＬＩに規定されている補正レベルに応じて、装飾画
像データＦＤ上の各配置位置に配置される撮像画像データＧＤに対する補正量を変更する
ことができる。したがって、レイアウト制御情報ＬＩを用いて、各配置位置に応じて撮像
画像データＧＤに対する画質調整の程度を変更し、各配置位置に配置される撮像画像デー
タＧＤの見栄えを種々変更することができる。各配置位置に応じた撮像画像データＧＤに
対する画質調整の程度の変更の態様としては、例えば、注目撮像画像データに対する画質
を最も高く（見栄え良く）する態様がある。
　一般的に、注目撮像画像データは、装飾画像データＧＤの中心近傍に配置され、配置寸
法も大きい。このような特性を有する注目撮像画像データは、他の撮像画像データよりも
画質の優劣が目立ちやすく、かかる観点からも注目撮像画像データに対する画質調整の程
度を高くする利点がある。
　・第４の実施例：
　図２２および図２３を参照して、第４の実施例に係るパーソナルコンピュータにおいて



(27) JP 4466565 B2 2010.5.26

10

20

30

40

50

実行される画像処理について説明する。図２２は第４の実施例係るパーソナルコンピュー
タにおいて実行される画像処理の処理ルーチンを示すフローチャートである。図２３は第
４の実施例におけるレイアウト制御情報ＬＩによって規定される各配置位置に対する補正
量の一実施例を示す説明図である。なお、第４の実施例に係るパーソナルコンピュータの
構成については、第１の実施例に係るパーソナルコンピュータ２０の構成と同様であるか
ら、同一の符号を付すことでその説明は省略する。
　第４の実施例に係るパーソナルコンピュータ２０において実行される画像処理について
以下説明する。
　本実施例において実行される画像処理は、例えば、パーソナルコンピュータ２０にメモ
リカードＭＣが装着されたとき、あるいは、通信ケーブルを介してディジタルスチルカメ
ラ１０がパーソナルコンピュータ２０に接続されたときにに開始されてもよく、あるいは
、キーボード等を介してユーザによって画像処理が指示された場合に実行されてもよい。
　パーソナルコンピュータ２０（ＣＰＵ２００）は、画像処理を開始すると、選択された
装飾画像データＦＤおよび選択された複数の撮像画像データＧＤを取得してＲＡＭ２０１
に一時的に格納する（ステップＳ３００）。装飾画像データＦＤの選択は、例えば、ディ
ジタルスチルカメラ１０上において行われていても良く、あるいは、パーソナルコンピュ
ータ２０上においてキーボード等を介して予めＨＤＤ２０２に記憶されている装飾画像デ
ータの中から選択されても良く、あるいは、ネットワークを介して選択されても良い。撮
像画像データＧＤの選択は、例えば、ディジタルスチルカメラ１０上において行われてい
ても良く、あるいは、パーソナルコンピュータ２０上においてキーボード等を介して行わ
れても良い。一般的には、用いるべき装飾画像データＦＤが選択（決定され）、続いて、
装飾画像データＧＤの各配置位置に配置されるべき複数の撮像画像データが選択される。
　装飾画像データＦＤの形態は既述の通りであり、第４の実施例における、レイアウト制
御情報ＬＩに規定される各配置位置Ａ～Ｃについての補正量は、例えば、図２３に示すと
おりである。補正量は、装飾画像データＦＤ上の配置位置、配置位置面積の寸法に基づい
て決定され、例えば、装飾画像データＦＤの中心に近い配置位置、配置位置面積の大きい
配置位置に対して大きな補正量が規定される。レイアウト制御情報ＬＩには、αチャネル
データが記述されていることは既述の通りである。
　ＣＰＵ２００は、取得した装飾画像ファイルＦＦからレイアウト制御情報ＬＩを取得し
（ステップＳ３１０）、取得したレイアウト制御情報ＬＩに補正量が規定されているか否
かを判定する（ステップＳ３２０）。具体的には、レイアウト制御情報ＬＩを検索して補
正量規定タグが存在するか否かを判定する。ＣＰＵ２００は、取得したレイアウト制御情
報ＬＩに補正量が規定されていると判定した場合には（ステップＳ３２０：Ｙｅｓ）、規
定されている補正量に従って各撮像画像データＧＤに対する画質調整処理を実行する。
　第４の実施例では、例えば、図１８に示す配置位置を備える装飾画像データＦＤに対し
て、図２３に示すように各配置位置について各画質調整パラメータ毎に補正量が規定され
ている。なお、図２３に示す例では、補正量は予め数値と対応付けられた理解しやすい感
覚的な言葉にて規定されているが、数値で規定されても構わないことは言うまでもない。
配置位置Ａ７撮像画像データに対してはコントラスト、明度、彩度およびシャープネスに
ついて標準の補正量が規定され、配置位置Ｂの撮像画像データに対してはコントラスト、
彩度およびシャープネスについて強い補正量が、明度については標準の補正量が規定され
、配置位置Ｃの撮像画像データに対してはコントラスト、彩度およびシャープネスについ
て標準の補正量が、明度については暗い補正量が規定されている。
　図１８から理解されるように、配置位置Ｂは装飾画像データＬＤの中央に位置すると共
に配置位置面積も最も大きく、目に付きやすい配置位置である。そこで、レイアウト制御
情報ＬＩでは配置位置Ｂについての補正量を大きくし、他の配置位置Ａ、Ｃについての補
正量を小さくした。この結果、配置位置Ｂに配置される撮像画像データは他の配置位置Ａ
、Ｃに記置される撮像画像データに対して、コントラスト、彩度およびシャープネスの強
い、より目立つ撮像画像データとされる。
　規定されている補正量を用いた画質調整処理は、第３の実施例において説明済みの通り
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、基本的にトーンカーブを用いて実行される。
　ＣＰＵ２００は、取得したレイアウト制御情報ＬＩに補正レベルが規定されていないと
判定した場合には（ステップＳ３２０：Ｎｏ）、撮像画像データに対して画質調整処理を
実行しない。
　ＣＰＵ２００は、規定されている補正量を用いた画質調整処理（ステップＳ３３０）を
終えると、あるいは画質調整処理を実行しない場合にはそのままステップＳ３２０から移
行し、レイアウト制御情報ＬＩに従って装飾画像データＦＤと撮像画像データＧＤとを合
成して（重ね合わせて）出力画像データを生成する（ステップＳ３４０）。
　装飾画像データＦＤに対する撮像画像データＧＤの合成は、レイアウト制御情報ＬＩに
従って、第３の実施例において説明した手順にて実行される。ＣＰＵ２００は、ユーザ変
更要求がキーボード、マウス等の入力装置から入力されたか否かを判定し（ステップＳ３
５０）、ユーザ変更要求が入力されていないと判定した場合には（ステップＳ３５０：Ｎ
ｏ）、ステップＳ３６０に移行する。
　ＣＰＵ２００は、ユーザ変更要求が入力されたと判定した場合には（ステップＳ３５０
：Ｙｅｓ）、ユーザによって指定された撮像画像データの選択、ユーザによって指定され
た配置位置の変更を実行して、ステップＳ３２０～ステップＳ３４０の処理を実行する。
この結果、装飾画像データに配置される撮像画像データ、装飾画像データにおける撮像画
像データの配置位置についてユーザ毎の好みを反映させることができる。
　ＣＰＵ２００は、出力画像データをプリンタ３０（プリンタドライバ）、表示ディスプ
レイ２５に出力して（ステップＳ３６０）、本処理ルーチンを終了する。
　以上説明したように、第４の実施例に係る画像処理装置としてのパーソナルコンピュー
タ２０によれば、レイアウト制御情報ＬＩに規定されている補正量に従って、装飾画像デ
ータＦＤ上の各配置位置に配置される撮像画像データＧＤに対する画質調整処理を実行す
ることができる。したがって、レイアウト制御情報ＬＩを用いて、各配置位置に応じて撮
像画像データＧＤに対する画質調整の程度を変更し、各配置位置に配置される撮像画像デ
ータＧＤの見栄えを種々変更することができる。より具体的には、注目撮像画像データに
対するコントラスト、明度、彩度およびシャープネスの少なくともいずれかの補正量を大
きくすることで、注目撮像画像データの出力画像の見栄えを良くすることができる。
　一般的に、注目撮像画像データは、装飾画像データＧＤの中心近傍に配置され、配置寸
法も大きい。このような特性を有する注目撮像画像データは、他の撮像画像データよりも
画質の優劣が目立ちやすく、かかる観点からも注目撮像画像データに対する補正量を大き
くする利点がある。
　・第５の実施例：
　図２４～図２６を参照して、第５の実施例に係るパーソナルコンピュータにおいて実行
される画像処理について説明する。図２４は第５の実施例係るパーソナルコンピュータに
おいて実行される画像処理の処理ルーチンを示すフローチャートである。図２５は第５の
実施例において各配置位置に対する優先度を決定するための手順並びに決定結果を示す説
明図である。図２６は複数の装飾画像データＦＤが用いられる場合の一例を示す説明図で
ある。なお、第５の実施例に係るパーソナルコンピュータの構成については、第１の実施
例に係るパーソナルコンピュータ２０の構成と同様であるから、同一の符号を付すことで
その説明は省略する。
　第５の実施例に係るパーソナルコンピュータ２０において実行される画像処理について
以下説明する。
　本実施例において実行される画像処理は、例えば、パーソナルコンピュータ２０にメモ
リカードＭＣが装着されたとき、あるいは、通信ケーブルを介してディジタルスチルカメ
ラ１０がパーソナルコンピュータ２０に接続されたときにに開始されてもよく、あるいは
、キーボード等を介してユーザによって画像処理が指示された場合に実行されてもよい。
　パーソナルコンピュータ２０（ＣＰＵ２００）は、画像処理を開始すると、選択された
装飾画像データＦＤおよび選択された複数の撮像画像データＧＤを取得してＲＡＭ２０１
に一時的に格納する（ステップＳ４００）。装飾画像データＦＤの選択は、例えば、ディ
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ジタルスチルカメラ１０上において行われていても良く、あるいは、パーソナルコンピュ
ータ２０上においてキーボード等を介して予めＨＤＤ２０２に記憶されている装飾画像デ
ータの中から選択されても良く、あるいは、ネットワークを介して選択されても良い。撮
像画像データＧＤの選択は、例えば、ディジタルスチルカメラ１０上において行われてい
ても良く、あるいは、パーソナルコンピュータ２０上においてキーボード等を介して行わ
れても良い。一般的には、用いるべき装飾画像データＦＤが選択（決定され）、続いて、
装飾画像データＧＤの各配置位置に配置されるべき複数の撮像画像データが選択される。
　装飾画像データＦＤの形態は、既述の形態とは異なり、レイアウト制御情報ＬＩには補
正レベル、補正量は規定されず、配置位置、配置寸法、αチャネルデータが記述されてい
る。
　ＣＰＵ２００は、取得した装飾画像ファイルＦＦからレイアウト制御情報ＬＩを取得し
（ステップＳ４１０）、取得したレイアウト制御情報ＬＩに記述されている配置位置、配
置寸法を用いて各配置位置について優先順位を決定（取得）する（ステップＳ４２０）。
具体的には、次の式（１）に示すように配置位置の重心と印刷ページ（あるいは装飾画像
データ全体）の重心との絶対差分を取り、
　配置位置＝｜配置位置の重心－印刷ページの重心｜　式（１）
大きさとして、配置寸法（配置位置の面積）を用い、本実施例では、大きさを優先順位決
定の主基準として用いる。例えば、図１８に示す配置位置を備える装飾画像データＦＤに
対しては、図２５に示すように、最も大きな配置位置Ｂについての優先順位を１とし、次
に大きな配置位置Ａの優先順位を２とし、残る配置位置Ｃの優先順位を３とする。配置位
置Ｃは、位置については配置位置Ａと同じ端であるが、大きさが最も小さいので優先順位
は３とされる。なお、優先順位は、配置寸法が大きくなるにつれて高く設定されてもよく
、配置位置が装飾画像データの中心に近くなるにつれて高く設定されてもよい。配置寸法
が大きい場合、配置位置が中心にある場合には、一般的に目立つ画像となり、見栄えのよ
い画質とすることにより、装飾画像と配置画像からなる合成画像全体の印象を良好なもの
とするからである。
　ＣＰＵ２００は、取得した優先順位に基づいて図２５に示すように各配置位置に対する
補正レベルを図２５に示すように決定し、決定した補正レベルに従って各撮像画像データ
ＧＤに対する画質調整処理を実行する（ステップＳ４３０）。決定した補正レベルを用い
た画質調整処理は、第３および第４の実施例において説明済みの通り、基本的にトーンカ
ーブを用いて実行される。
　ＣＰＵ２００は、決定された補正レベルを適用した画質調整処理（ステップＳ４３０）
を終えると、レイアウト制御情報ＬＩに従って装飾画像データＦＤと撮像画像データＧＤ
とを合成して（重ね合わせて）出力画像データを生成する（ステップＳ４４０）。
　装飾画像データＦＤに対する撮像画像データＧＤの合成は、レイアウト制御情報ＬＩに
従って、第３の実施例において説明した手順にて実行される。ＣＰＵ２００は、ユーザ変
更要求がキーボード、マウス等の入力装置から入力されたか否かを判定し（ステップＳ４
５０）、ユーザ変更要求が入力されていないと判定した場合には（ステップＳ４５０：Ｎ
ｏ）、ステップＳ４６０に移行する。
　ＣＰＵ２００は、ユーザ変更要求が入力されたと判定した場合には（ステップＳ４５０
：Ｙｅｓ）、ユーザによって指定された撮像画像データの選択、ユーザによって指定され
た配置位置の変更を実行して、ステップＳ４２０～ステップＳ４４０の処理を実行する。
この結果、装飾画像データに配置される撮像画像データ、装飾画像データにおける撮像画
像データの配置位置についてユーザ毎の好みを反映させることができる。
　ＣＰＵ２００は、出力画像データをプリンタ３０（プリンタドライバ）、表示ディスプ
レイ２５に出力して（ステップＳ４６０）、本処理ルーチンを終了する。
　以上説明したように、第５の実施例に係る画像処理装置としてのパーソナルコンピュー
タ２０によれば、レイアウト制御情報ＬＩに規定されている配置位置および配置寸法に従
って各配置位置の優先順位を決定し、優先順位に応じて各配置位置に配置される撮像画像
データＧＤに対する補正レベルを決定し、画質調整処理を実行することができる。したが
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って、レイアウト制御情報ＬＩを用いて、各配置位置に応じて撮像画像データＧＤに対す
る画質調整の程度を変更し、各配置位置に配置される撮像画像データＧＤの見栄えを種々
変更することができる。より具体的には、最も大きな撮像画像データに対する補正レベル
と他の撮像画像データに対する補正レベルよりも大きくすることで、最も大きな撮像画像
データの出力画像の見栄えを良くすることができる。
　また、本実施例の手法によれば、図２６に示すように、複数の装飾画像データＦＤ１、
ＦＤ２に対して複数の撮像画像データＧＤを配置する場合にも、複数の装飾画像データＦ
Ｄ１、ＦＤ２の各配置位置の優洗順位を決定することができる。また、装飾画像データＦ
Ｄ１、ＦＤ２の各配置位置についての配置位置および配置寸法（大きさ）に基づいて装飾
画像データＦＤ１、ＦＤ２の各配置位置の優先順位を決定するので、装飾画像データＦＤ
が複数存在する場合にも各配置位置について相対的に補正レベルを決定することができる
。
　なお、レイアウト制御情報ＬＩは、各装飾画像データＦＤ１、ＦＤ２について予め優先
順位を規定していても良い。かかる場合には、優先順位の決定処理をスキップして各配置
位置についても補正レベルを決定することができる。また、装飾画像データＦＤが複数存
在する場合には、配置位置および配置寸法を用いて上述の手順にて優先順位を決定するれ
ば良い。
　また、上述のように、図示しないキーボード、マウス等の入力装置を介して、ユーザに
よって各装飾画像データＦＤについての優先順位が決定されても良い。かかる場合には、
ユーザの嗜好を反映した画像処理を実行することができる。
　さらに、第５の実施例では、配置寸法を主基準として用いたが、配置位置を主基準とし
て用いても良い。この場合には、例えば、装飾画像データＦＤの中心に近づくにつれて優
先順位を高くすれば良い。
　・第６の実施例：
　上記第３～第５の実施例では、レイアウト制御情報ＬＩによって、装飾画像データＦＤ
の各配置位置についての補正レベル、補正量、優先順位が決定され、各撮像画像データＧ
Ｄ間の関連性（影響）は考慮されていなかった。第６の実施例では、注目撮像画像データ
の解析結果を、他の撮像画像データＧＤに対する自動画質調整処理（撮像画像データＧＤ
を解析して補正量または補正レベルを決定する画質調整処理）に反映して、他の撮像画像
データの画質調整処理と注目撮像画像データの画質調整処理とを関連づけても良い。
　例えば、コントラスト強調を行う場合に、他の撮像画像データを解析することによって
得られた輝度値（特徴量）に対して、注目撮像画像データを解析することによって得られ
た輝度値（特徴量）を所定の重み付けにて合成して、合成輝度値（特徴量）を得て、得ら
れた合成輝度値を用いて他の撮像画像データに対するコントラスト調整を実行しても良い
。
　配置位置Ｂに配置される撮像画像データＧＤの輝度値を（ＹｍｉｎＢ、ＹｍａｘＢ）と
し、配置位置Ａに配置される撮像画像データＧＤの輝度値を（ＹｍｉｎＡ、ＹｍａｘＡ）
として、１：１の重み付けにて合成すると、
　ＹｍｉｎＡ’＝（ＹｍｉｎＢ＋ＹｍｉｎＡ）／２
　ＹｍａｘＡ’＝（ＹｍａｘＢ＋ＹｍａｘＡ）／２
となり、この合成輝度値ＹｍｉｎＡ’およびＹｍａｘＡ’を用いてコントラスト強調を行
うと、配置位置Ａの撮像画像データＧＤは、配置位置Ｂの撮像画像データＧＤの特徴の影
響を受けて強調されるので、配置位置Ｂの撮像画像データＧＤに調和した撮像画像データ
となる。
　この他にも、図２７に示すよう重み付け係数を用いて、任意の撮像画像データＧＤを関
連づけても良い。図２７は装飾画像データＦＤ状の各配置位置に配置される撮像画像デー
タＧＤについての重み付け係数の一例を示す説明図である。
　配置位置Ａに注目撮像画像データＧＤが配置される場合（配置位置Ａが主配置位置の場
合）には、配置位置Ｂ、Ｃに配置される撮像画像データＧＤの特徴量は、配置位置Ａの撮
像画像データＧＤの特徴量によって置き換えられる。すなわち、配置位置Ａの撮像画像デ
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ータＧＤの特徴量が配置位置Ｂ、Ｃに配置される撮像画像データＧＤの合成特徴量となる
。
　配置位置Ｂに注目撮像画像データＧＤが配置される場合（配置位置Ｂが主配置位置の場
合）には、配置位置Ａに配置される撮像画像データＧＤに対する合成特徴量は、解析によ
って得られた配置位置Ａの撮像画像データＧＤの特徴量と配置位置Ｂの撮像画像データＧ
Ｄの特徴量とを１：１の割合にて合成した値となる。また、配置位置Ｃに配置される撮像
画像データＧＤに対する合成特徴量は、配置位置Ｂの撮像画像データＧＤの特徴量となる
。
　配置位置Ｃに注目撮像画像データＧＤが配置される場合（配置位置Ｃが主配置位置の場
合）には、配置位置Ａに配置される撮像画像データＧＤに対する合成特徴量は、解析によ
って得られた配置位置Ａの撮像画像データＧＤの特徴量と配置位置Ｂの撮像画像データＧ
Ｄの特徴量とを２：３の割合にて合成した値となる。また、配置位置Ｂに配置される撮像
画像データＧＤに対する合成特徴量は、配置位置Ｃの撮像画像データＧＤの特徴量となる
。
　第６の実施例によれば、他の撮像画像データに対する画質調整処理を実行するにあたり
、他の撮像画像データの解析結果（特徴量）に対して、所定の重み付けをした注目撮像画
像データの解析結果（特徴量）を合成して得られた解析結果を用いるので、注目撮像画像
データと他の撮像画像データの画質を調和させることができる。したがって、装飾画像デ
ータＦＤに配置される各撮像画像データを、相互に関連性のある画質を有する撮像画像デ
ータとすることができる。
・変形例：
　上記第４および第５の実施例では、画像データの解析結果に基づいた画質調整処理を実
行していないが、第３の実施例において説明したのと同様にして画像データの解析結果に
基づいた画質調整処理を実行しても良い。
・その他の実施例：
　上記実施例では、画像処理装置として、パーソナルコンピュータ２０を用いて画像処理
を実行しているが、このほかにも、例えば、画像処理機能を備えるスタンドアローン型の
プリンタ、表示装置を画像処理装置として用いてもよく、この場合にはプリンタまたは表
示装置において上記画像処理が実行される。また、画像処理装置等のハードウェア構成を
伴うことなく、プリンタドライバ、ビデオドライバ、画像処理アプリケーション（プログ
ラム）としても実現され得る。ここで、表示装置には、例えば、画像データに対する画質
調整機能を有し、画質を調整した画像データＧＤ基づいて出力画像を表示可能な、ＣＲＴ
、液晶ディスプレイ、プロジェクタ等が含まれる。
　さらに、パーソナルコンピュータＰＣで実行される画像処理の全て、または、一部をデ
ィジタルスチルカメラ１０において実行しても良い。この場合には、ディジタルスチルカ
メラ１０のＲＯＭ等に格納されている、レタッチアプリケーション、プリンタドライバと
いった画像データ処理アプリケーションに第１～第６の実施例において説明した画像処理
機能を持たせることによって実現される。ディジタルスチルカメラ１０にて生成された印
刷制御コマンドと印刷用画像データとを含む印刷用データは、ケーブルを介して、あるい
は、メモリカードＭＣを介してプリンタ３０に提供される。印刷用データを受けたプリン
タ３０は、印刷用画像データに従って、ドットパターンを印刷媒体上に形成して画像を出
力する。なお、ディジタルスチルカメラ１０は、出力画像データ（画像処理済み画像デー
タ）をパーソナルコンピュータ２０またはプリンタ３０に提供しても良い。かかる場合に
は、パーソナルコンピュータ２０またはプリンタ３０において印刷用制御コマンドを含む
印刷用画像データが生成される。
　上記実施例では、画像処理が画像処理ソフトウェア、すなわちコンピュータプログラム
の態様にて実行されているが、上記各処理（ステップ）を実行する論理回路を備えた画像
処理ハードウェア回路を用いて実行されてもよい。かかる場合には、ＣＰＵ２００の負荷
を軽減することができると共に、より高速な画像処理を実現することができる。画像処理
ハードウェア回路は、例えば、ディジタルスチルカメラ１０およびプリンタ３０に対して
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実装回路として、パーソナルコンピュータ２０に対してアドオンカードとして実装され得
る。
　以上、実施例に基づき本発明に係る画像処理装置、画像処理方法および画像処理プログ
ラムを説明してきたが、上記した発明の実施の形態は、本発明の理解を容易にするための
ものであり、本発明を限定するものではない。本発明は、その趣旨並びに特許請求の範囲
を逸脱することなく、変更、改良され得ると共に、本発明にはその等価物が含まれること
はもちろんである。
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