
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　決定された任意の変倍率で画像データを変倍する画像変倍方法において、
　前記決定された変倍率を等倍を含む第１縮小率と、拡大率と、等倍を含む第２縮小率と
に割り振るステップと、
　前記画像データを平均化処理法を用いて前記第１縮小率で縮小するステップと、
　前記縮小された画像データを補間処理法を用いて前記拡大率で拡大するステップと、
　前記拡大された画像データを平均化処理法を用いて前記第２縮小率で縮小するステップ
とからなることを特徴とする画像変倍方法。
【請求項２】
　前記第１縮小率を１／Ｎ 1（Ｎ 1は自然数）で、前記第２縮小率を１／Ｎ 2（Ｎ 2は自然数
）で表すと、前記拡大率Ｒは前記変倍率をＭとしてＲ＝Ｍ×Ｎ 1×Ｎ 2で求められ、前記変
倍率Ｍが１ .２以上の場合前記Ｎ 2が１に設定され、前記変倍率Ｍが１ .２未満の場合前記
Ｎ 2が２に設定されることを特徴とする請求項１に記載の画像変倍方法。
【請求項３】
　前記決定された変倍率に基づいて割り振られる前記第１縮小率と前記拡大率と前記第２
縮小率の各値は前もってテーブル化されていることを特徴とする請求項１又は２に記載の
画像変倍方法。
【請求項４】
　画像データを変倍するための変倍率を決定する機能と、
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　前記決定された変倍率を等倍を含む第１縮小率と、拡大率と、等倍を含む第２縮小率と
に割り振る機能、
　前記画像データを平均化処理法を用いて前記第１縮小率で縮小する機能と、
　前記縮小された画像データを補間処理法を用いて前記拡大率で拡大する機能と、
　前記拡大された画像データを平均化処理法を用いて前記第２縮小率で縮小する機能とを
コンピュータに実現させる画像変倍プログラム。
【請求項５】
　決定された任意の変倍率で画像データを変倍する画像処理装置において、
　前記決定された変倍率を等倍を含む第１縮小率と、拡大率と、等倍を含む第２縮小率と
に割り振る変倍率割り振り部と、
　前記画像データを平均化処理法を用いて前記第１縮小率で縮小する第１画像縮小部と、
　前記縮小された画像データを補間処理法を用いて前記拡大率で拡大する画像拡大部と、
　前記拡大された画像データを平均化処理法を用いて前記第２縮小率で縮小する第２画像
縮小部とからなることを特徴とする画像処理装置。
【請求項６】
　撮影画像データを入力する画像データ入力部と入力された撮影画像データに基づく撮影
画像を選択されたプリントサイズで写真プリントとして出力するプリント出力部からなる
写真プリント装置において、
　前記入力された撮影画像データの画像サイズと前記プリントサイズから変倍率を決定す
る変倍率決定部と、
　前記決定された変倍率を等倍を含む第１縮小率と、拡大率と、等倍を含む第２縮小率と
に割り振る変倍率割り振り部と、
　前記画像データを平均化処理法を用いて前記第１縮小率で縮小する第１画像縮小部と、
　前記縮小された画像データを補間処理法を用いて前記拡大率で拡大する画像拡大部と、
　前記拡大された画像データを平均化処理法を用いて前記第２縮小率で縮小する第２画像
縮小部とが備えられていることを特徴とする写真プリント装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、決定された任意の変倍率で画像データ、特に写真撮影画像データを変倍する
画像変倍方法、画像変倍プログラム、及びこの方法を実施する画像処理装置と写真プリン
ト装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　デジタルカメラやスキャナといった画像データ取得機器によって生成された画像データ
の画像サイズは千差万別であるが、そのような画像データをハードコピー、例えばプリン
トする場合には一般にはプリントサイズというものが規定されていることから、そのプリ
ントサイズに適合するように予め画像データを変倍（縮小・拡大）する必要がある。その
際、画像データが撮影画像データの場合には、基本的に縦横比を保持した変倍が行われる
。
【０００３】
　画像縮小技術において、そのハード構成を単純化するために、１段階で所望の倍率に縮
小させる事なく、縮小処理を２段階に分け、第１段階で前記画像データを１／２ n（ｎ：
０を含む整数）に縮小した後、第２段階で該１／２ nに縮小された画像データを１～１／
２の範囲の任意の設定倍率αで画像縮小を行う事により（１／２ n）×αの縮小画像を得
ようとするものがある（例えば、特許文献１参照。）。つまり、この技術では、前もって
１／２ nに縮小した画像データを所望倍率αに縮小するものである為に、見掛け上は１～
１／２倍の限定した縮小倍率であるにも拘らず、前記ｎを０に設定する事により１～０．
５倍の縮小倍率が、又前記ｎを１に設定する事により０．５～０．２５倍の縮小倍率が、
又前記ｎを２に設定する事により０．２５～０．１２５倍の縮小倍率が夫々得られ、結果
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として広い範囲の縮小処理が可能となる。ここで、１／２ nに変倍する変倍手段は単にシ
フトレジスタを用いる事により簡単に構成できるし、１～１／２の範囲の任意の設定倍率
で画像変倍を行う第２の変倍手段も、限定された縮小倍率であり而も参照画素も３つの画
素で足りる為に、この縮小処理を行う処理回路も、又倍率に対応させて係数演算を行う係
数生成回路等も煩雑化する事がなく、回路構成が簡単となる。しかしながら、この縮小技
術では、モアレと呼ばれる縞模様の発生防止策が考慮されていないので、縮小倍率によっ
てはモアレの発生が目立ち、特に写真プリントのような場合では、致命的な画像品質の低
下をもたらす。
【０００４】
　この問題を解決しようとした画像処理技術として、変倍率指定手段によって指定された
変倍率ｒを、ｐは自然数、ｎは０を含む整数、係数αは１≦α＜ｐの範囲として、ｐのマ
イナスｎ乗とαに分解し、先ず、画像縮小手段によって入力した画像データに対して倍率
がｐのマイナスｎ乗の縮小処理を施し、次に画像拡大手段によって倍率αに拡大するよう
にするものがある（例えば、特許文献１参照。）。この技術は、画像縮小手段で全ての画
素を計算に用いることになる平均値処理を行えば、モアレの発生を防ぐことが出来るとい
う観点に立っている。しかしながら、このような画像変倍処理技術を用いたとしても、例
えば高品質な写真プリント出力においては、その変倍率によってはモアレの発生が画像品
質の低下を伴う程度に目立つということが確認されている。
【０００５】
【特許文献１】特開平５－４８８１号公報（段落番号０００５－００１０、第１図）
【特許文献２】特開平１１－２９８７２４号公報（段落番号０００４－０００５、第１図
）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
上記実状に鑑み、本発明の課題は、種々の変倍率においても、画像出力時に確実にモアレ
の発生を抑制することができる画像変倍技術を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記目的を達成するため、決定された任意の変倍率で画像データを変倍する本発明によ
る画像変倍方法は、前記決定された変倍率を等倍を含む第１縮小率と、拡大率と、等倍を
含む第２縮小率とに割り振るステップと、前記画像データを平均化処理法を用いて前記第
１縮小率で縮小するステップと、前記縮小された画像データを補間処理法を用いて前記拡
大率で拡大するステップと、前記拡大された画像データを平均化処理法を用いて前記第２
縮小率で縮小するステップとから構成されている。
【０００８】
　本発明では、画像変倍処理において、線形補間法や３次補間法などが用いられるが、線
形補間法では拡大縮小後の画素を対応点の周囲４点、３次補間法では対応点の周囲１６点
の画素値を用いて計算を行うが、高率の縮小を行う場合では、補間計算に使われない画素
が存在するため、モアレの発生が起こりえるという観点に立ち、３つに分けられた変倍処
理過程の内の中間過程を補間処理法を用いた画像拡大処理とし、その前後の出発過程と最
終過程を平均化処理法を用いた画像縮小処理とすることで、補間処理において使われない
画素が存在したとしてもその前後の処理を全ての画素が処理対象となる平均化処理とする
ことで、モアレの発生を抑制している。なお、縮小処理において等倍を含む縮小率が採用
されているのは、特殊な変倍率においては、画像拡大を行う補間処理の前後の縮小過程に
おいて等倍、つまり縮小処理を行わなくともモアレが発生が観察されず、画像拡大を行う
補間処理だけでよいからである。
【０００９】
　決定された任意の変倍率を、補間処理法を用いた画像拡大処理で用いる拡大率と、平均
化処理法を用いた画像縮小処理で用いる縮小率を割り振る際、本発明の好適な実施形態で
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は、前記第１縮小率を１／Ｎ 1（Ｎ 1は自然数）で、前記第２縮小率を１／Ｎ 2（Ｎ 2は自然
数）で表すと、前記拡大率Ｒは前記変倍率をＭとしてＲ＝Ｍ×Ｎ 1×Ｎ 2で求められ、前記
変倍率Ｍが１ .２以上の場合前記Ｎ 2が１に設定され、前記変倍率Ｍが１ .２未満の場合前
記Ｎ 2が２に設定される。つまり、これは、変倍率Ｍが１ .２以上の場合では、最終過程で
ある縮小処理を等倍、つまり省略してもモアレの発生が画像品質の低下を伴う程度には目
立たないという発明者の所見に基づいている。変倍率Ｍが１ .２未満の場合では、最終過
程において最も簡単な縮小処理である縮小率１／２での画像縮小処理を行うことで、全画
素を処理対象として画像が締められることになり、モアレの発生を抑制している。
【００１０】
　本発明の好適な実施形態の１つとして、前記決定された変倍率に基づいて割り振られる
前記第１縮小率と前記拡大率と前記第２縮小率の各値が前もってテーブル化されているな
らば、変倍率が決定されると、即座に前記第１縮小率と前記拡大率と前記第２縮小率の各
値がいわゆるルックアップテーブルから引き出されることになり、変倍率の割り振り処理
が簡単化される。
【００１１】
　また、本発明は、上述した画像変倍方法をコンピュータに実行させるプログラムやその
プログラムを記録した媒体も権利の対象とするものである。
【００１２】
　本発明では、さらに、上述した画像変倍方法を採用した画像処理装置や写真プリント装
置をも権利の対象としており、特にこの写真プリント装置は、撮影画像データを入力する
画像データ入力部と、入力された撮影画像データに基づく撮影画像を選択されたプリント
サイズで写真プリントとして出力するプリント出力部とを備えるとともに、さらに本発明
による画像変倍機能を実現するために、前記入力された撮影画像データの画像サイズと前
記プリントサイズから変倍率を決定する変倍率決定部と、前記決定された変倍率を等倍を
含む第１縮小率と、拡大率と、等倍を含む第２縮小率とに割り振る変倍率割り振り部と、
前記画像データを平均化処理法を用いて前記第１縮小率で縮小する第１画像縮小部と、前
記縮小された画像データを補間処理法を用いて前記拡大率で拡大する画像拡大部と、前記
拡大された画像データを平均化処理法を用いて前記第２縮小率で縮小する第２画像縮小部
とが備えられている。当然ながら、このような画像変倍機能を備えた写真プリント装置も
上述した画像変倍方法におけるすべての作用効果を得ることができる。さらに、その際、
前記第１縮小率を１／Ｎ 1（Ｎ 1は自然数）で、前記第２縮小率を１／Ｎ 2（Ｎ 2は自然数）
で表すと、前記拡大率Ｒは前記変倍率をＭとしてＲ＝Ｍ×Ｎ 1×Ｎ 2で求められ、前記変倍
率Ｍが１ .２以上の場合前記Ｎ 2が１に設定され、前記変倍率Ｍが１ .２未満の場合前記Ｎ 2
が２に設定されるような構成を採用するならば、前述したように、画像変倍機能に係わる
構成は簡単であるにもかかわらず、写真プリントの作成において特に頻繁に用いられる変
倍率での画像変倍が、画像品質の低下となるようなモアレの発生を伴うことなしに実行さ
れる。
　本発明によるその他の特徴及び利点は、以下図面を用いた実施形態の説明により明らか
になるだろう。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　本発明の実施の形態について、図面に基づいて説明する。
図１は本発明による画像変倍技術を採用した写真プリント装置を示す外観図であり、この
写真プリント装置は、印画紙Ｐに対して露光処理と現像処理とを行う写真プリンタとして
のプリントステーション１Ｂと、現像済み写真フィルム２ａやデジタルカメラ用メモリカ
ード２ｂなどの画像入力メディアから取り込んだ撮影画像を処理してプリントステーショ
ン１Ｂで使用されるプリントデータの生成・転送などを行う操作ステーション１Ａとから
構成されている。
【００１４】
　この写真プリント装置はデジタルミニラボとも称せられるものであり、図２からよく理
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解できるように、プリントステーション１Ｂは２つの印画紙マガジン１１に納めたロール
状の印画紙Ｐを引き出してシートカッター１２でプリントサイズに切断すると共に、この
ように切断された印画紙Ｐに対し、バックプリント部１３で色補正情報やコマ番号などの
プリント処理情報を印画紙Ｐの裏面に印字するとともに、プリント露光部１４で印画紙Ｐ
の表面に撮影画像の露光を行い、この露光後の印画紙Ｐを複数の現像処理槽を有した処理
槽ユニット１５に送り込んで現像処理する。乾燥の後に装置上部の横送りコンベア１６か
らソータ１７に送られた印画紙Ｐ、つまり写真プリントＰは、このソータ１７の複数のト
レイにオーダ単位で仕分けられた状態で集積される（図１参照）。
【００１５】
　上述した印画紙Ｐに対する各種処理に合わせた搬送速度で印画紙Ｐを搬送するために印
画紙搬送機構１８が敷設されている。印画紙搬送機構１８は、印画紙搬送方向に関してプ
リント露光部１４の前後に配置されたチャッカー式印画紙搬送ユニット１８ａを含む複数
の挟持搬送ローラ対から構成されている。
【００１６】
　プリント露光部１４には、副走査方向に搬送される印画紙Ｐに対して、主走査方向に沿
って操作ステーション１Ａからのプリントデータに基づいてＲ（赤）、Ｇ（緑）、Ｂ（青
）の３原色のレーザ光線の照射を行うライン露光ヘッドが設けられている。処理槽ユニッ
ト１５は、発色現像処理液を貯留する発色現像槽１５ａと、漂白定着処理液を貯留する漂
白定着槽１５ｂと、安定処理液を貯留する安定槽１５ｃを備えている。
【００１７】
　前記操作ステーション１Ａのデスク状コンソールの上部位置には、写真フィルム２ａの
撮影画像コマから撮影画像データ（以下単に画像データと略称する）を取得するフィルム
スキャナ２０が配置されており、デジタルカメラ等に装着される撮影画像記録媒体２ｂと
して用いられている各種半導体メモリやＣＤ－Ｒなどから画像データを取得するメディア
リーダ２１は、この写真プリント装置のコントローラ３として機能する汎用パソコンに組
み込まれている。この汎用パソコンには、さらに各種情報を表示するモニタ２３、各種設
定や調整を行う際に用いる操作入力部として利用される操作入力デバイスとしてのキーボ
ード２４やマウス２５も接続されている。
【００１８】
　この写真プリント装置のコントローラ３は、ＣＰＵを中核部材として、写真プリント装
置の種々の動作を行うための機能部をハードウエア又はソフトウエアあるいはその両方で
構築しているが、図３に示されているように、本発明に特に関係する機能部としては、ス
キャナ２０やメディアリーダ２１によって読み取られた画像データを取り込んで次の処理
のために必要な前処理を行う画像入力部３１と、各種ウインドウや各種操作ボタンなどを
含むグラフィック操作画面の作成やそのようなグラフィック操作画面を通じてのユーザ操
作入力（キーボード２４やマウス２５などによる）から制御コマンドを生成するグラフィ
ックユーザインターフェース（以下ＧＵＩと略称する）を構築するＧＵＩ部３３と、ＧＵ
Ｉ部３３から送られてきた制御コマンドや直接キーボード２４等から入力された操作命令
に基づいて所望のプリントデータを生成するために画像入力部３１からメモリ３０に転送
された画像データに対する画像処理等を行うプリント管理部３２と、色補正等のプレジャ
ッジプリント作業時にプリントソース画像や予想仕上がりプリント画像としてのシミュレ
ート画像さらにはＧＵＩ部３３から送られてきたグラフィックデータをモニタ２３に表示
させるためのビデオ信号を生成するビデオ制御部３５と、画像処理が完了した処理済み画
像データに基づいてプリントステーション１Ｂに装備されているプリント露光部１４に適
したプリントデータを生成するプリントデータ生成部３６と、顧客の要望に応じて生の画
像データや画像処理が完了した処理済み画像データなどをＣＤ－Ｒに書き込むための形式
にフォーマットするフォーマッタ部３７などが挙げられる。
【００１９】
　画像入力部３１は、撮影画像記録媒体がフィルム２ａの場合プレスキャンモードと本ス
キャンモードとのスキャンデータを別々にメモリ３０に送り込み、それぞれの目的に合わ

10

20

30

40

50

(5) JP 3902173 B2 2007.4.4



せた前処理を行う。また、撮影画像記録媒体がメモリカード２ｂの場合取り込んだ画像デ
ータにサムネイル画像データ（低解像度データ）が含まれている場合はモニタ２３での一
覧表示などの目的で使用するため撮影画像の本データ（高解像度データ）とは別にメモリ
３０に送り込むが、もしサムネイル画像データが含まれていない場合は本データから縮小
画像を作り出してサムネイル画像データとしてメモリ３０に送り込む。また、この画像入
力部３１には、写真プリント受付装置と呼ばれているセルフサービスで写真プリントを受
け付ける装置も接続されており、この写真プリント受付装置からプリントサイズプリント
枚数を記録しているプリント注文データと画像データとからなるプリント注文ファイル情
報を受け取ると、画像データをメモリ３０に転送し、プリント注文データをプリント管理
部３２に転送する。通常の写真プリント注文の場合には、プリントサイズやプリント枚数
は、キーボード２４を通じてオペレータの操作入力によってプリント管理部３２に与えら
れる。
【００２０】
　プリント管理部３２は、プリントサイズやプリント枚数などを管理するプリント注文処
理ユニット６０、入力された画像データサイズとプリントサイズから画像変倍率を決定す
る変倍率決定部７０、メモリ３０に展開された画像データに対して色補正やフィルタリン
グ（ぼかしやシャープネスなど）などのフォトレタッチ処理を施す画像処理ユニット８０
を備えており、この画像処理ユニット８０には本発明による技術を採用した画像変倍処理
手段９０が含まれている。
【００２１】
　画像変倍処理手段９０は、図４に示すように、変倍率決定部７０で決定された変倍率を
等倍を含む第１縮小率と、拡大率と、等倍を含む第２縮小率とに割り振る変倍率割り振り
部９１と、前記画像データを平均化処理法を用いて前記第１縮小率で縮小する第１画像縮
小部９３と、前記縮小された画像データを補間処理法を用いて前記拡大率で拡大する画像
拡大部９４と、前記拡大された画像データを平均化処理法を用いて前記第２縮小率で縮小
する第２画像縮小部９５と、変倍率毎に適合する第１縮小率と拡大率と第２縮小率の組み
合わせをテーブル化して格納しているルックアップテーブル９２とから構成されている。
【００２２】
　このように構成された画像変倍処理手段９０による画像変倍の流れを図５に示されたフ
ローチャートを用いて以下に説明する。
　画像入力部３１を通じてメモリ３０に展開された画像データの画像サイズと、プリント
処理注文ユニット６０に設定されているプリントサイズからこの画像データに対する変倍
率（画像縮小の場合縮小率、画像拡大の場合拡大率）が変倍率決定部７０によって決定さ
れる（＃０１）。変倍率：Ｍが決定されると、変倍率割り振り部９１は、ルックアップテ
ーブル９２にアクセスして、この変倍率：Ｍのための変倍セットを取り込む（＃０２）。
このルックアップテーブル９２は、図６に示されているように、各変倍率：Ｍ毎に第１縮
小率：１／Ｎ 1と拡大率：Ｒと第２縮小率：１／Ｎ 2が登録されている。例えば、変倍率：
Ｍ＝１ .１９９なら、第１縮小率：１／Ｎ 1＝１／１と拡大率：Ｒ＝２ .３９８と第２縮小
率：１／Ｎ 2＝１／２が割り当てられ、変倍率：Ｍ＝０ .４４９なら、第１縮小率：１／Ｎ
1＝１／２と拡大率：Ｒ＝１ .７９６と第２縮小率：１／Ｎ 2＝１／２が割り当てられる。
入力される画像データのサイズは使用されるフィルムスキャナ２０やデジタルカメラの仕
様がある程度のレベルに統一されていることからほぼ決まっており、プリントサイズも写
真プリントの分野では予め決まっており、当然プリント露光部１４の解像度も写真プリン
ト装置の機種により決まっているので、使用される変倍率はほとんど予め予想でき、その
ために使用されうる変倍率：Ｍのための変倍セット（第１縮小率：１／Ｎ 1と拡大率：Ｒ
と第２縮小率：１／Ｎ 2）を登録しておくことができる。もちろん、登録されていない変
倍率に関しては、類似する登録された変倍率のための変倍セットの内の拡大率：Ｒだけを
変更して使用する。あくまでも、第１縮小率：１／Ｎ 1と第２縮小率：１／Ｎ 2は自然数の
逆数となる値とし、平均化処理を用いた縮小処理が可能としている。
【００２３】
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　この平均化処理を用いた縮小処理は、図７で模式的に示されているように、元の画像デ
ータを構成する複数の画素（図では正方形を構成する４つの画素）の全ての画素値（濃度
値）を平均し、得られた平均値を新しい画像データ、つまり縮小率１／２で縮小された、
面積で１／４に縮小された画像データの対応する１つの画素の画素値とするのである。こ
のように自然数の逆数を縮小率とする平均化処理を用いた縮小処理は元の画像データの全
ての画素の画素値を新しい画像データのために用いるので、モアレの発生が抑制される。
【００２４】
　なお、このルックアップテーブル９２に登録された変倍セットでは、特例的に、変倍率
：Ｍが１ .２を超えた場合のみ、第１縮小率と第２縮小率の両者が等倍となって、実質的
に縮小処理がなされないことになるが、これは、この変倍率においては、写真プリントで
のモアレの発生がほとんど目立たないことが観察されているからである。また、写真プリ
ントの分野においては、元の画像データを拡大して写真プリントを行うということは例外
的な処理といえる。第１縮小率はほぼ変倍率：Ｍが０ .５を超えると等倍となっているが
、補間処理法を用いて行われる実数倍の変倍の後に平均化処理を用いた縮小処理を行うこ
とで、写真プリントでのモアレの発生がほとんど目立たないことが観察されているからで
ある。従って、第１縮小率を用いた縮小処理は、拡大処理における拡大率を余り大きくし
ないことを主な目的としている。補間処理法を用いて行われる拡大処理において大きな拡
大率は演算負荷の増大をもたらすからである。
【００２５】
　変倍率割り振り部９１によって所定の変倍率のための変倍セットが取り込まれると、変
倍率割り振り部９１は、第１画像縮小部９３に第１縮小率：１／Ｎ 1を設定し（＃０３）
、画像拡大部９４に拡大率：Ｒを設定し（＃０４）、第２画像縮小部９５に第２縮小率：
１／Ｎ 2を設定する（＃０５）。メモリ３０に展開されている画像データに対する実際の
画像変倍処理は、第１画像縮小部９３による縮小処理、画像拡大部９４による拡大処理、
第２画像縮小部９５に縮小処理の順で行われるのであるが、ここでの縮小処理には等倍、
つまり何も処理を行わない縮小処理も含まれているので、縮小処理の前にはそのチェック
がなされる。つまり、第１縮小率：１／Ｎ 1が１であるかどうかがチェックされ（＃０６
）、１でないならその第１縮小率：１／Ｎ 1を用いて前述した平均化処理法を用いた画像
縮小が第１画像縮小部９３によって行われ（＃０７）、１であるなら第１画像縮小部９３
による画像縮小が割愛される。
【００２６】
　次に、拡大率：Ｒを用いて補間処理法を用いた画像拡大が画像拡大部９４によって行わ
れる（＃０８）。補間処理法を用いた画像拡大処理に関してはよく知られているので、詳
しい説明は省略するが、線形補間法（バイリニア法）や３次補間法（バイキュービック法
）が主なものであり、ここではいずれかの補間法を選択可能となっている。
【００２７】
　画像拡大処理が終わると、第２縮小率：１／Ｎ 2が１であるかどうかがチェックされ（
＃０９）、１でないならその第１縮小率：１／Ｎ 1を用いて前述した平均化処理法を用い
た画像縮小が第２画像縮小部９５によって行われ（＃１０）、１であるなら第２画像縮小
部９５による画像縮小が割愛される。
【００２８】
　このようにして、変倍処理を施された画像データは、必要な画像処理を施された後、プ
リントデータに変換されて、プリント露光部１４に転送される。プリント露光部１４はプ
リントデータに基づいて最終的に写真プリントとなる印画紙Ｐを露光する。
【００２９】
　上述した実施の形態では、プリントステーション１Ｂは、印画紙Ｐに対し、露光エンジ
ンを備えたプリント露光部１４で撮影画像の露光を行い、この露光後の印画紙Ｐを複数の
現像処理する、いわゆる銀塩写真プリント方式を採用していたが、もちろん、本発明にお
けるプリントステーション１Ｂは、このような方式に限定されるわけではなく、例えば、
フィルムや紙にインクを吐出して画像を形成するインクジェットプリント方式や感熱転写
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シートを用いた熱転写方式など、種々の写真プリント方式を採用することができる。  
【産業上の利用可能性】
【００３０】
　本発明は、写真プリント出力を目的として画像データを変倍、一般的に縮小する際、出
力される写真プリントにモアレを目立たせないための変倍処理アルゴリズムを提供してお
り、特に写真プリント装置への組み込み技術として広く利用できる。
【図面の簡単な説明】
【００３１】
【図１】本発明による変倍処理技術を採用した写真プリント装置の外観図
【図２】写真プリント装置のプリントステーションの構成を模式的に示す模式図
【図３】写真プリント装置のコントローラ内に構築される機能要素を説明する機能ブロッ
ク図
【図４】画像変倍処理手段の機能構成を示す機能ブロック図
【図５】画像変倍処理のフローチャート
【図６】変倍セットを登録したルックアップテーブルの説明図
【図７】平均化処理法による縮小処理を模式的に示す説明図
【符号の説明】
【００３２】
６０：プリント注文処理ユニット
７０：変倍率決定部
８０：画像処理ユニット
９０：画像変倍処理手段
９１：変倍率割り振り部
９２：ルックアップテーブル
９３：第１画像縮小部
９４：画像拡大部
９５：第２画像縮小部
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

【 図 ７ 】
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