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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
過去の入力画像である過去入力画像、前記過去入力画像の属性を示す第１属性情報、お
よび処理手順情報を含む画像処理事例を記憶する記憶部と、
新たに入力された入力画像である現在入力画像および前記現在入力画像の属性を示す第
２属性情報に対して類似する前記過去入力画像および前記第１属性情報を含む前記画像処
理事例を、画像特徴及び画像処理手順から抽出された特徴を含む特徴ベクトルを用いて、
前記記憶部から検索する検索処理部と、
検索された前記画像処理事例のうち、操作者により選択された前記画像処理事例に含ま
れる前記処理手順情報に従った画像処理を、前記現在入力画像に施して出力画像を生成す
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る画像処理部と
を有する画像処理装置。
【請求項２】
前記第１属性情報および前記第２属性情報は、テキストで記述されること
を特徴とする請求項１に記載の画像処理装置。
【請求項３】
前記第１属性情報は、前記過去入力画像のシーン識別結果であり、
前記第２属性情報は、前記現在入力画像のシーン識別結果であること
を特徴とする請求項１または請求項２に記載の画像処理装置。
【請求項４】
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前記第１属性情報は、前記処理手順情報が示す画像処理手順の名称であり、
前記第２属性情報は、前記現在入力画像に対して指定された画像処理手順の名称である
こと
を特徴とする請求項１から請求項３のうち、いずれか一項に記載の画像処理装置。
【請求項５】
前記検索処理部は、操作者の指定により実施中の画像処理に関連のある前記画像処理事
例を前記記憶部から検索すること
を特徴とする請求項１から請求項４のうち、いずれか一項に記載の画像処理装置。
【請求項６】
検索された前記画像処理事例の間の特徴量を用いて、検索された前記画像処理事例を順
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位付けして表示する表示制御部、をさらに備えたこと
を特徴とする請求項１から請求項５のうち、いずれか一項に記載の画像処理装置。
【請求項７】
操作者が実施を指定した画像処理に対応する前記現在入力画像、前記第２属性情報、お
よび前記処理手順情報を含む画像処理事例を生成し、前記記憶部に記憶する画像処理記録
部、をさらに備えたこと
を特徴とする請求項１から請求項６のうち、いずれか一項に記載の画像処理装置。
【請求項８】
検索された前記画像処理事例のうち、操作者により選択された前記画像処理事例を前記
記憶部に記録するプリファレンス記録部を、さらに有すること
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を特徴とする請求項１から請求項７のうち、いずれか一項に記載の画像処理装置。
【請求項９】
記憶制御部が、過去の入力画像である過去入力画像、前記過去入力画像の属性を示す第
１属性情報、および処理手順情報を含む画像処理事例を記憶部に記憶する記憶ステップと
、
検索処理部が、新たに入力された入力画像である現在入力画像および前記現在入力画像
の属性を示す第２属性情報に対して類似する前記過去入力画像および前記第１属性情報を
含む前記画像処理事例を、画像特徴及び画像処理手順から抽出された特徴を含む特徴ベク
トルを用いて、前記記憶部から検索する検索処理ステップと、
画像処理部が、検索された前記画像処理事例のうち、操作者により選択された前記画像
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処理事例に含まれる前記処理手順情報に従った画像処理を、前記現在入力画像に施して出
力画像を生成する画像処理ステップと
を有する画像処理方法。
【請求項１０】
コンピュータを、
過去の入力画像である過去入力画像、前記過去入力画像の属性を示す第１属性情報、お
よび処理手順情報を含む画像処理事例を記憶部に記憶する記憶制御部と、
新たに入力された入力画像である現在入力画像および前記現在入力画像の属性を示す第
２属性情報に対して類似する前記過去入力画像および前記第１属性情報を含む前記画像処
理事例を、画像特徴及び画像処理手順から抽出された特徴を含む特徴ベクトルを用いて、
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前記記憶部から検索する検索処理部と、
検索された前記画像処理事例のうち、操作者により選択された前記画像処理事例に含ま
れる前記処理手順情報に従った画像処理を、前記現在入力画像に施して出力画像を生成す
る画像処理部として機能させること
を特徴とする画像処理プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、画像処理装置、画像処理方法、および画像処理プログラムに関する。
【背景技術】
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【０００２】
今日において、パーソナルコンピュータ装置を用いて印刷物を作成するＤＴＰ（Deskto
p

Publishing）が知られている。ＤＴＰにおいては、イラストおよびパーツなどを作成

する線画作成ソフトウェア、写真などのパーツを加工する画像処理ソフトウェア、および
紙面上における各パーツの配置を調整するレイアウトソフトウェアを用いて印刷物の作成
を行う。具体的には、例えばＩｌｌｕｓｔｒａｔoｒ（登録商標）、Ｐｈｏｔｏｓｈｏｐ
（登録商標）、ＩｎＤｅｓｉｇｎ（登録商標）などのソフトウェアが用いられ、印刷物が
作成される。
【０００３】
特許文献１（特許第３９９８８３４号公報）には、入力された印刷方式データを用いて
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レイアウトデータメモリ領域からレイアウトデータを選択し、選択手段で選択されたレイ
アウトデータを用いて製版出力を得るデジタル製版システムが開示されている。
【０００４】
また、特許文献２（特開２００９−１３４５８０号公報）には、文書画像のラスタデー
タ（論理構造などを持たない画像データ）と文書データとを組み合わせて保持し、入力さ
れた文書画像のラスタデータから関連する文書データを特定する文書データベースシステ
ムが開示されている。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
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ここで、ＤＴＰにおける作業効率および作業結果の品質は、熟練者と初心者との間で大
きな差が生じ易い。初心者でも熟練者と同等の作業効率および品質を可能とするために、
過去のＤＴＰ処理手順を記録し、次回の作業時に再利用することが考えられる。このよう
な画像処理システムを実現する場合、入力画像、入力画像に所望の画像処理を施して得た
出力画像、および画像処理の履歴をそれぞれ関連付けて記憶部に記憶する。そして、記憶
部に記憶された全ての画像処理のうち、利用頻度の高い画像処理を、次回の作業時に再利
用する。
【０００６】
しかし、このような画像処理システムにおいて、利用頻度の高い画像処理を提示するだ
けでなく、入力画像に対して最適な画像処理手順を提示できれば、使い勝手の良いシステ
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ムとなる。また、入力画像に対する複数の画像処理手順を提示できれば、提示された各画
像処理手順を操作者が比較して所望の画像処理手順を選択でき、さらに使い勝手の良いシ
ステムとなる。
【０００７】
特許文献１に開示されているデジタル製版システムの場合、レイアウトには論理構造に
関する情報が必要であり、紙面のデザインに対しては適用可能であるが、画像の内部の構
造を利用して同様の作業を行うことは困難となる。
【０００８】
また、特許文献２に開示されている文書データベースシステムの場合、入力された画像
データが本来持つべき論理構造を、予め保持されたラスタ画像と論理構造の対を見つける
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ことにより取得する手段となり得る。しかし、画像中の領域に与えられた論理構造の要素
が、その要素に施すべき画像処理の内容を決めるものではない。また、この要素に施す画
像処理を特定するには、ラスタ画像と文書データの関連付けだけでは不十分となる。この
ため、特許文献２に開示されている文書データベースシステムは、入力画像に施す画像処
理を特定困難となる。
【０００９】
本発明は、上述の課題に鑑みてなされたものであり、過去の画像処理手順を有効に利用
して使い勝手の良い画像処理機能を提供可能な画像処理装置、画像処理方法、および画像
処理プログラムの提供を目的とする。
【課題を解決するための手段】
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【００１０】
上述した課題を解決し、目的を達成するために、本発明は、過去の入力画像である過去
入力画像、過去入力画像の属性を示す第１属性情報、および処理手順情報を含む画像処理
事例を記憶する記憶部と、新たに入力された入力画像である現在入力画像および現在入力
画像の属性を示す第２属性情報に対して類似する過去入力画像および第１属性情報を含む
画像処理事例を、画像特徴及び画像処理手順から抽出された特徴を含む特徴ベクトルを用
いて、記憶部から検索する検索処理部と、検索された画像処理事例のうち、操作者により
選択された画像処理事例に含まれる処理手順情報に従った画像処理を、現在入力画像に施
して出力画像を生成する画像処理部とを有する。
【発明の効果】
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【００１１】
本発明によれば、過去の画像処理手順を有効に利用して使い勝手の良い画像処理機能を
提供できるという効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】図１は、実施の形態の画像処理装置の概要を説明するための図である。
【図２】図２は、実施の形態の画像処理装置の概要を説明するための他の図である。
【図３】図３は、実施の形態の画像処理装置のハードウェア構成図である。
【図４】図４は、実施の形態の画像処理装置のソフトウェア構成図である。
【図５】図５は、実施の形態の画像処理装置のＤＴＰアプリケーションにおける、操作者
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による画像処理と操作の手順（ログ）をログファイルに記録する動作の流れを示すフロー
チャートである。
【図６】図６は、ＤＴＰ事例に対するアノテーションを入力するためのユーザインタフェ
ースの一例を示す図である。
【図７】図７は、実施の形態の画像処理装置の画像解析処理の流れを示すフローチャート
である。
【図８】図８は、コントラスト問題抽出処理における、学習段階の動作の流れを示すフロ
ーチャートである。
【図９】図９は、コントラスト問題抽出処理における、認識段階の動作の流れを示すフロ
ーチャートである。
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【図１０】図１０は、ＤＴＰ事例を特徴付ける特徴ベクトルの列構造を示す図である。
【図１１】図１１は、画像処理要素、画像処理要素に対して付された画像処理要素番号、
および画像処理要素の正規化出現頻度の一例を示す図である。
【図１２】図１２は、操作者がＤＴＰ事例データを選択するためのユーザインタフェース
の一例を示す図である。
【図１３】図１３は、入力画像、入力画像を用いて検索したＤＴＰ事例、および検索した
ＤＴＰ事例の画像処理手順で処理された出力画像を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
以下、図面を参照して、本発明を適用した実施の形態となる画像処理装置を詳細に説明
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する。
【００１４】
（概要）
実施の形態の画像処理装置は、操作者が利用する画像処理プログラムに従って動作し、
操作者の画像処理手順の記録と、再利用を行う。画像処理手順は、画像依存性が強いため
、現在の入力画像の種類、および補正の目的に応じて再利用するべき手順を持った画像処
理事例（ＤＴＰ事例）の検索方法を変える。これにより、画像および操作者の処理の目的
に沿った画像処理手順の再利用が可能となる。
【００１５】
具体的には、実施の形態の画像処理装置は、例えば熟練のＤＴＰオペレータが画像に対
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して施す画像処理を記録し、図１に示すように現在の入力画像である現在入力画像１、過
去の入力画像である過去入力画像２〜４、および画像処理手順５〜７の３つを１つのまと
まり（ＤＴＰ事例８〜１０）としてリポジトリ１１に記憶する。現在入力画像１が新たに
与えられたとき、現在入力画像１の画像情報、またはユーザが付与する付帯情報を用いて
リポジトリ１１を検索し、関連するＤＴＰ事例８〜１０を検索してリストアップする。リ
ストアップされたＤＴＰ事例８〜１０にそれぞれ含まれる画像処理手順５〜７を、現在入
力画像１に適用することで、処理結果画像１２〜１４を得る。ＤＴＰは、「Desktop

Pub

lishing」の略記である。
【００１６】
このように実施の形態の画像処理装置は、現在入力画像１に対して施す画像処理手順５
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〜７を含むＤＴＰ事例８〜１０を検索する。一例であるが、検索手法としては、図２に示
す「事例ベース推論手法（case

based

reasoning）」を用いている。この場合、実施の

形態の画像処理装置は、図２に示す画像の類似性（local

low

level

image

features

）１５を用いたＤＴＰ事例８〜１０の検索を行う。また、これに加え、図２に示す被写体
などの情報である画像コンテンツ情報（Image
特徴（image

region

content

Semantics）１６、および領域

segmentation）１７を用いたＤＴＰ事例８〜１０の検索を行う。

さらに、操作者の補正意図（Enhancement

intention）１８などを用いたＤＴＰ事例８〜

１０の検索を行う。これにより、実施の形態の画像処理装置は、ＤＴＰ事例を高精度且つ
拡張性高く検索可能となっている。
20

【００１７】
（ハードウェア構成）
図３に示すように、実施の形態の画像処理装置１９は、一般的なパーソナルコンピュー
タ装置（ＰＣ）を用いることができる。図３に示すＰＣは、ネットワーク２０を介して、
例えばスキャナ機能を備えた画像取得装置２１、プリンタ機能を備えた画像出力装置２２
、ハードディスクドライブ（ＨＤＤ）、または半導体メモリなどの記憶装置２３と接続さ
れる。また、ＰＣは、内部のハードウェア構成として、情報処理を行うためのＣＰＵ２４
、情報処理の入出力情報、または途中情報などを保持するためのメモリ２５、永続的記憶
装置としての記憶部２６、および他の機器との通信を行う通信インタフェース２７（通信
Ｉ／Ｆ）を備える。ＣＰＵ２４〜通信Ｉ／Ｆ２７は、内部のバスライン２８を介して相互

30

に接続されている。
【００１８】
画像処理装置１９が実行する画像処理プログラム（ＤＴＰアプリケーション）は、ＰＣ
内部の記憶部２６またはネットワーク上の記憶装置２３に記録され、必要に応じて実行形
式でメモリ２５に展開される。次に、記憶装置２３または画像取得装置２１を駆動するこ
とで現在入力画像を取得し、画像情報をメモリ２５に展開する。ＣＰＵ２４は、予め定め
られた手法で、メモリ２５に展開された画像情報を操作し、操作結果をメモリ２５に書き
込む。最終的に制御点情報（後述するログ）を出力する場合には、内部の記憶部２６また
は外部の記憶装置２３に記憶させる。
【００１９】
なお、画像処理プログラムは、インストール可能な形式または実行可能な形式のファイ
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ルでＣＤ−ＲＯＭ、フレキシブルディスク（ＦＤ）などのコンピュータ装置で読み取り可
能な記録媒体に記録して提供してもよい。また、ＣＤ−Ｒ、ＤＶＤ、ブルーレイディスク
（登録商標）、半導体メモリなどのコンピュータ装置で読み取り可能な記録媒体に記録し
て提供してもよい。また、インターネットなどのネットワーク経由でインストールするか
たちで提供してもよい。また、機器内のＲＯＭ等に予め組み込んで提供してもよい。ＤＶ
Ｄは、「Digital

Versatile

Disk」の略記である。

【００２０】
（ソフトウェア構成）
図４に、ＣＰＵ２４により画像処理プログラムが実行されることで実現されるＤＴＰア
プリケーションの各機能の機能ブロック図を示す。図４に示すように、ＣＰＵ２４は、画
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像処理プログラムを実行することで、ユーザインタフェース３１、処理制御部３２、距離
尺度計算部３３、画像処理構成部３４、およびシーン認識部３５を実現する。また、ＣＰ
Ｕ２４は、画像処理プログラムを実行することで、画像特徴抽出部３６、プリファレンス
記録部３７、画像処理記録部３８、画像処理部４１、および表示制御部４２を実現する。
【００２１】
なお、図４に図示している記憶部２６は、ＤＴＰ事例を蓄積するＤＴＰ事例データベー
ス、後述する過去のログを記憶したログデータベース（ログＤＢ）、および複数の画像が
記憶された画像コレクションデータベース（画像コレクションＤＢ）となっている。この
例では、記憶部２６をＤＴＰ事例データベース、ログＤＢ、および画像コレクションＤＢ
としているが、ネットワーク２０を介して接続された記憶装置２３に各ＤＢを記憶しても
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よい。また、この例では、ユーザインタフェース３１〜表示制御部４２は、ＣＰＵ２４が
画像処理プログラムを実行することでソフトウェア的に実現されることとして説明を進め
るが、一部または全部をハードウェアで実現してもよい。
【００２２】
ユーザインタフェース３１は、ユーザとのインタラクションを仲介し、ユーザから各処
理の制御のための情報を取得する。処理制御部３２は、画像処理を行う画像、画像処理手
順、および付帯情報などの記録を行う記録処理部３９を備える。処理制御部３２は、一連
の画像処理の流れ、およびメモリ２５上での画像処理を制御する。また、処理制御部３２
は、距離尺度計算部３３で計算されたＤＴＰ事例間の類似度を示す距離尺度を用いて、現
在入力画像に類似するＤＴＰ事例などを検索する検索処理部４０を備える。画像処理部４

20

１は、操作者により選択されたＤＴＰ事例の画像処理手順に対応する画像処理を、現在入
力画像に施すことで出力画像を生成する。表示制御部４２は、検索されたＤＴＰ事例など
を、表示部に表示されたユーザインタフェース３１を介して操作者に提示する。
【００２３】
距離尺度計算部３３は、ＤＴＰ事例間の類似度を示す距離を計算する。画像処理構成部
３４は、画像処理手順情報を用いて、使用する画像処理を構成する。シーン認識部３５と
しては、例えば非特許文献１（Reconfigurable

Models

for

Scene

Recognition, S.

N. Pariziet.al. インターネットＵＲＬ：http://ieeexplore.ieee.org/xpl/login.jsp?r
eload=true&tp=&arnumber=6248001&url=http%3A%2F%2Fieeexplore.ieee.org%2Fxpls%2Fab
s̲all.jsp%3Farnumber%3D6248001）に示される方法などを用いることができる。
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【００２４】
画像特徴抽出部３６は、ＤＴＰ事例検索のクエリ（命令または問い合わせ）の一部を構
成する画像特徴を抽出する。画像特徴抽出部３６は、予め定められたいくつかの画像特徴
を、現在入力画像およびＤＴＰ事例に付随した過去入力画像から抽出する。一例ではある
が、画像特徴抽出部３６としては、例えばカラーヒストグラム、コレログラム、またはＳ
ＩＦＴ（Scale

Invariant Feature

Transform）などを用いて画像特徴を抽出する。利

用する画像特徴は、様々な特徴量と構成があり得るが、例えば複数の特徴の識別器（弱識
別器）を組み合わせた識別器を対象の画像種類毎に構成し、前段のシーン認識部３５のシ
ーン認識結果に合わせて特徴量の組み合わせを選択することで、より高精度なモデルを構
成できる。

40

【００２５】
プリファレンス記録部３７は、ユーザの選択結果を記録する。画像処理記録部３８は、
操作者がＤＴＰアプリケーションで行った処理を記録する。
【００２６】
（実施の形態の動作）
図５のフローチャートに、操作者により用いられた画像処理と操作手順をログファイル
に記録するＤＴＰアプリケーションの動作の流れを示す。操作者に用いられた画像処理お
よび操作の手順を示す情報（ログ）は、操作者を特定するユーザＩＤに関連付けされ、タ
イムスタンプと共に、記憶部２６のログファイルに記録される。
【００２７】
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図５のフローチャートにおいて、操作者が所望の画像に対する画像処理操作を開始する
と、ＣＰＵ２４は、ステップＳ１において、記憶部２６に記憶されているＤＴＰアプリケ
ーションを読み出す（ロガー起動）。そして、ＣＰＵ２４は、読み出したＤＴＰアプリケ
ーションをメモリ２５に展開する。ＤＴＰアプリケーションが展開されると、処理制御部
３２の記録処理部３９が、ステップＳ２において、記憶部２６に記憶されているログデー
タベース（ログＤＢ）を参照し、処理ログを生成する。
【００２８】
次に、ステップＳ３では、記録処理部３９が、操作者による画像入力操作で指定された
現在入力画像を、記憶部２６に記憶されている画像コレクションＤＢから取得して、処理
をステップＳ４に進める。ステップＳ４では、処理制御部３２の記録処理部３９が、画像

10

コレクションＤＢから取得した現在入力画像の画像情報を記憶部２６のログファイルに記
録する。
【００２９】
ステップＳ５では、図７〜図９のフローチャートを用いて後述する画像解析処理により
、現在入力画像を特徴付ける画像プロパティベクトルが生成される。ステップＳ６では、
記録処理部３９が、生成された画像プロパティベクトルを記憶部２６のログファイルに記
録する（画像プロパティ記録処理）。
【００３０】
ステップＳ７では、記録処理部３９が、操作者によるアノテーション入力操作に対応す
るアノテーションを、記憶部２６のログファイルに記録する。アノテーションは、テキス

20

ト情報の一例となっている。図６は、ＤＴＰアプリケーションにおけるアノテーション付
与のためのユーザインタフェース３１の一例である。ＤＴＰアプリケーションにおいては
、画像を表示するだけでなく、画像操作に関するオプションなどをボタンまたはウィンド
ウで表示する。図６の例の場合、アノテーションを入力するためのサブウィンドウ５０を
ＤＴＰアプリケーションのユーザインタフェース３１上に配置し、アノテーションの入力
領域５３に対するアノテーションの入力を促す。例えば、現在入力画像および現在入力画
像に施す画像処理についての説明などのアノテーションを、自然言語などを用いて入力可
能となっている。また、現在入力画像の解析結果から、現在入力画像に関連する可能性の
高いアノテーション項目を、タグレコメンデーション（タグ）領域５４に一覧表示する。
操作者は、一覧表示されたアノテーション項目の中から、所望のアノテーション項目を選
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択操作することで、選択したアノテーションに関連付けられて記憶されている画像処理手
順を指定可能となっている。
【００３１】
記録処理部３９は、サブウィンドウ５０上の登録ボタン（Register

THIS

Case）５２

が、操作者により操作されると、アノテーションの入力領域５３に入力されたアノテーシ
ョン、または、操作者により選択されたアノテーション項目を、記録部２６のログファイ
ルに記録する。
【００３２】
次に、ステップＳ８では、記録処理部３９が、操作者が用いた画像処理を示す画像処理
情報を、記憶部２６のログファイルに記録する。また、ステップＳ９では、記録処理部３

40

９が、操作者によるアプリケーション操作の操作手順を示す操作手順情報を、記憶部２６
のログファイルに記録する。記録処理部３９は、ステップＳ１０において、操作者による
処理の終了操作を検出するまでの間、操作者により、画像処理操作またはアプリケーショ
ン操作が行われる毎に、ステップＳ８における画像処理情報の記録動作、またはステップ
Ｓ９におけるアプリケーション操作の操作手順情報の記録動作を繰り返し実行する。これ
により、記憶部２６のログファイルには、現在入力画像、画像プロパティベクトル、アノ
テーション、画像処理情報、および操作手順情報がそれぞれ関連付けされてＤＴＰ事例デ
ータとして記憶される。
【００３３】
ＣＰＵ２４は、ステップＳ１０において、操作者による処理の終了操作を検出すると、
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図５のフローチャートの処理を終了する。
【００３４】
次に、図５のフローチャートのステップＳ５における画像解析処理の説明をする。図７
が、画像解析処理のフローチャートである。画像解析処理は、図７のフローチャートに示
すように、ステップＳ２１におけるコントラスト問題抽出処理、ステップＳ２２における
色問題抽出処理、ステップＳ２３におけるシャープネス問題抽出処理、およびステップＳ
２４における画像プロパティベクトル生成処理を含んでいる。
【００３５】
すなわち、画像解析処理は、コントラスト問題抽出処理、色問題抽出処理、およびシャ
ープネス問題抽出処理の３つの処理の各出力を統合し、ステップＳ２４で現在入力画像を

10

特徴づける画像プロパティベクトルを生成する。生成された画像プロパティベクトルは、
ステップＳ６において、記録処理部３９により、記憶部２６のログファイルに記憶される
。
【００３６】
次に、図８のフローチャートに、図７のフローチャートのステップＳ２１におけるコン
トラスト問題抽出処理の、学習段階における動作の流れを示す。コントラスト問題抽出処
理では、現在入力画像がコントラスト補正を必要とする画像であるか否かを判断し、補正
すべき場合は、補正量も合わせて計算する。このようなコントラスト問題抽出処理を頑健
なモデルとして構成するためには、多数の画像を用いて学習処理を行うことが有効である
。しかし、学習処理のためには、入力される訓練画像に対して、それらの画像が高コント

20

ラストなのか、低コントラストなのかを教師データとして与える必要があり、これを人手
で行うのは大きなリソースを必要とする。
【００３７】
画像処理装置１９の場合、入力される訓練画像に対して自動的に上述の教師データを付
与するために、操作者は、大規模な画像コレクションＤＢから、少数の画像データ（学習
データ）をランダムに選択する。ＣＰＵ２４は、図８のフローチャートのステップＳ３１
およびステップＳ３２において、ランダムに選択された学習データを、これから学習する
画像データとして認識する。
【００３８】
次に、操作者は、選択した学習データに対して、高コントラストまたは低コントラスト
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かを示す正解情報を入力操作する。ＣＰＵ２４は、ステップＳ３３〜ステップＳ３６にお
いて、低コントラストに分類された画像の平均コントラスト（低平均コントラスト）を検
出する。また、ＣＰＵ２４は、ステップＳ３７〜ステップＳ４０において、高コントラス
トに分類された画像の平均コントラスト（高平均コントラスト）を検出する。そして、Ｃ
ＰＵ２４は、ステップＳ４１において、低平均コントラストおよび高平均コントラストか
ら、コントラスト閾値およびコントラスト補正量を計算する。具体的には、低コントラス
ト画像集合のコントラスト分布の低平均コントラストを「Ｔlow」、高コントラスト画像
集合のコントラスト分布の高平均コントラストを「Ｔhigh」とすると、新たな現在入力画
像「Ｉ」が与えられたときのコントラスト補正量である「contrast correction（Ｉ）」
は、以下の（１）の数式で算出される。

40

【００３９】
【数１】

【００４０】
ＣＰＵ２４は、（１）の数式で算出したコントラスト閾値およびコントラスト補正量の
計算式をコントラスト抽出モデルとし、ステップＳ４２において、記憶部２６（モデルリ
ポジトリ）に記憶する。ＣＰＵ２４は、ステップＳ４３において、画像コレクション中の
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全画像に対して、このようなコントラスト抽出モデルの算出処理を施したか否かを判別す
る。そして、ＣＰＵ２４は、全画像に対してコントラスト抽出モデルの算出処理を施して
いないものと判別した場合は（ステップＳ４３：Ｎｏ）、処理をステップＳ３１に戻し、
再度、操作者により選択された画像に対してコントラスト抽出モデルの算出処理を施す。
また、ＣＰＵ２４は、全画像に対してコントラスト抽出モデルの算出処理を施したものと
判別した場合は（ステップＳ４３：Ｙｅｓ）、そのまま図８の学習段階のフローチャート
の処理を終了する。
【００４１】
次に、上述のコントラスト閾値およびコントラスト補正量の計算式であるコントラスト
抽出モデルは、コントラスト問題抽出処理の認識段階で用いられる。図９のフローチャー

10

トに、図７のフローチャートのステップＳ２１におけるコントラスト問題抽出処理の認識
段階における動作の流れを示す。ＣＰＵ２４は、コントラスト問題抽出処理の認識段階と
なると、ステップＳ５１およびステップＳ５２において、モデルリポジトリである記憶部
２６からコントラスト抽出モデルの読み出しを行う。また、ＣＰＵ２４は、ステップＳ５
３〜ステップＳ５５において、操作者により指定された現在入力画像Ｉの平均コントラス
トＣを算出する。
【００４２】
次に、ＣＰＵ２４は、平均コントラストＣが高平均コントラストＴｈｉｇｈよりも大き
な値であるか否かを判別する。平均コントラストＣが高平均コントラストＴｈｉｇｈより
も大きな値であると判別した場合（ステップＳ５６：Ｙｅｓ）、ＣＰＵ２４は、ステップ
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Ｓ５８に処理を進め、現在入力画像Ｉを高コントラスト画像と認識する。そして、ＣＰＵ
２４は、ステップＳ６０において、高コントラスト画像として認識した現在入力画像Ｉの
コントラスト補正量を、上述の（１）の数式を用いて算出し、図９の認識段階のフローチ
ャートの処理を終了する。
【００４３】
一方、平均コントラストＣが高平均コントラストＴｈｉｇｈよりも小さな値であると判
別した場合（ステップＳ５６：Ｎｏ）、ＣＰＵ２４は、処理をステップＳ５７に進める。
ステップＳ５７では、ＣＰＵ２４が、平均コントラストＣが低平均コントラストＴlowよ
りも小さな値であるか否かを判別する。平均コントラストＣが低平均コントラストＴlow
よりも大きな値であると判別した場合（ステップＳ５７：Ｎｏ）、ＣＰＵ２４は、そのま
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ま図９の認識段階のフローチャートの処理を終了する。
【００４４】
これに対して、平均コントラストＣが低平均コントラストＴlowよりも小さな値である
と判別した場合（ステップＳ５７：Ｙｅｓ）、ＣＰＵ２４は、ステップＳ５９に処理を進
め、現在入力画像Ｉを低コントラスト画像と認識する。そして、ＣＰＵ２４は、ステップ
Ｓ６０において、低コントラスト画像として認識した現在入力画像Ｉのコントラスト補正
量を、上述の（１）の数式を用いて算出し、図９の認識段階のフローチャートの処理を終
了する。
【００４５】
次に、距離尺度計算部３３における、ＤＴＰ事例間の距離（距離尺度）の計算動作を説
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明する。ＤＴＰ事例は、入力画像、出力画像、入出力画像間の画像処理手順、その他のメ
タデータ（属性情報）を含む。このため、各ＤＴＰ事例の特徴量である特徴ベクトルＶは
、以下の（２）の数式で表すことができる。
【００４６】
【数２】

【００４７】
この（２）の数式において、「Vinput̲image」は、現在入力画像から抽出された画像特
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徴を示している。また、「Voutput̲image」は、出力画像から抽出された画像特徴を示し
ている。また、「Vprocess」は、画像処理手順から抽出された特徴を示している。また、
「Vmetadata」は、その他の属性情報から抽出された特徴を示している。これらを単一の
特徴ベクトルとして取り扱うために、（２）の数式の右辺の各項の項目は、それぞれに正
規化されているものとする。現在入力画像の特徴次元数を「Dinput̲image」、出力画像の
特徴次元数を「Doutput̲image」、画像処理手順の特徴次元数を「Dprocess」、そして属
性情報（メタデータ）の特徴次元数を「Dmetadata」とし、これらの４つの特徴次元数の
和をＤとすると、各ＤＴＰ事例を特徴付ける特徴ベクトルＶは、図１０に示す列構造で表
すことができる。
【００４８】

10

第１のＤＴＰ事例の特徴ベクトルをＶ１、第２のＤＴＰ事例の特徴ベクトルをＶ２とす
ると、各事例間の距離Ｄは、Ｖ１とＶ２の内積により、以下の（３）の数式で定義するこ
とができる。
【００４９】
【数３】

【００５０】
また、過去入力画像、出力画像、画像処理手順、および属性情報のいずれか、または、
これらの組み合わせに対して特に重み付けをした重み付け距離ＤＷは、以下の（４）の数
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式で定義することができる。
【００５１】
【数４】

【００５２】
また、重み係数行列Ｗは、以下の（５）の数式で定義することができる。
【００５３】
【数５】
30

【００５４】
ここで、「WDinput̲image」は、「Dinput̲image」個の対角要素であり、過去入力画像
の特徴に対する重み付けを、それ以降のＷについても対応する特徴に対する重みをあらわ
すものとする。現在入力画像の類似性のみを考慮したＤＴＰ事例間の距離を計算する場合
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には、「WDinput̲imagew」を「１」に、それ以外のＷ項目を「０」にする。その他の場合
も同様の方法で、ＤＴＰ事例の特定の特徴のみを利用した距離を算出し、これに基づいた
検索を行うことができる。
【００５５】
なお、特徴量は（２）の数式で表されるような特徴ベクトルに限られるものではなく、
ＤＴＰ事例の特徴を表す情報であればどのような情報であってもよい。また事例間の距離
は、（３）の数式で表される距離尺度に限られるものではなく、事例間の類似度を示す情
報であればどのような情報であってもよい。
【００５６】
次に、画像処理装置１９においては、シーン認識部３５において実行される画像のシー
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ン識別処理を、ＤＴＰアプリケーションで合わせて用いている。すなわち、現在入力画像
または出力画像のシーン識別結果を、属性情報として用いる。これにより、上述の属性情
報を拡充し、シーンに基づいた距離尺度の定義、およびこれを利用したＤＴＰ事例の検索
を可能とすることができる。
【００５７】
次に、画像処理装置１９においては、画像処理手順の名称を属性情報として用いている
。すなわち、ＤＴＰアプリケーションにおいては、現在入力画像に画像処理を施すことで
出力画像を生成する。画像処理装置１９においては、このときに用いる各画像処理要素で
ある、例えばシャープネス、彩度補正、その他の画像処理要素に一意な番号を付している
。これにより、ＤＴＰ事例における該画像処理要素の正規化された出現頻度により、特徴

10

ベクトル要素を構成できる。
【００５８】
例えば、図１１は、各画像処理要素、各画像処理要素に対して付された画像処理要素番
号、および各画像処理要素の正規化出現頻度の一例である。この図１１に示す例は、アン
シャープマスクの画像処理要素に対して「１」の画像処理要素番号が付され、正規化出現
頻度は「０．００１」であることを示している。また、彩度補正の画像処理要素に対して
「２」の画像処理要素番号が付され、正規化出現頻度は「０．１」であることを示してい
る。また、コントラスト強調の画像処理要素に対して「３」の画像処理要素番号が付され
、正規化出現頻度は「０．２」であることを示している。さらに、エッジ強調の画像処理
要素に対して「４」の画像処理要素番号が付され、正規化出現頻度は「０．０」であるこ

20

とを示している。すなわち、図１１の例の場合、画像処理特徴ベクトル要素は、「０．０
０１，０．１，０．２，０．０，…，０．０」となる。
【００５９】
なお、画像処理装置１９においては、特定の画像処理要素が利用されたか否かでＤＴＰ
事例を検索する場合、図４の検索処理部４０は、画像処理特徴ベクトル要素の非ゼロ要素
を検索する。
【００６０】
次に、画像処理装置１９においては、検索されたＤＴＰ事例間の距離尺度（特徴量）を
用いて、検索結果を順位付けして表示する。これは、表示制御部４２が、上述のようにＤ
ＴＰ事例間の距離を定義し、この距離指標に従ってＤＴＰ事例の検索結果を順位付けし、
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モニタ装置などの表示部に表示されたユーザインタフェース３１を介して表示する。これ
により、所望の画像処理手順を選択し易い画像処理装置を、操作者に対して提供すること
ができる。図１２は、検索されたＤＴＰ事例を操作者が選択するためのユーザインタフェ
ース３１の一例である。この図１２に例示するように、ＣＰＵ２４は、上述のようにＤＴ
Ｐ事例間の距離を定義し、この距離指標に従ってＤＴＰ事例の検索結果を順位付けし、関
連するＤＴＰ事例６１をモニタ装置などの表示部に表示する。
【００６１】
操作者は、距離尺度順（特徴量順）に表示された各ＤＴＰ事例のうち、現在入力画像に
対して施すことを希望する画像処理に対応するＤＴＰ事例を選択操作する。操作者により
ＤＴＰ事例が選択されると、プリファレンス記録部３７は、選択されたＤＴＰ事例を示す

40

情報を記憶部２６に記憶する。また、画像処理部４１は、操作者により選択されたＤＴＰ
事例に含まれる画像処理手順に従った画像処理を、現在入力画像に施して出力画像を生成
する。表示制御部は、生成された出力画像を表示部に表示する。これにより、操作者は、
自分で選択した画像処理手順に従って画像処理された出力画像を得ることができる。
【００６２】
次に、画像処理装置１９においては、操作者が現在実施している画像処理を検出し、画
像処理に関連のあるＤＴＰ事例を、記憶部２６に記憶されているＤＴＰ事例データベース
から検索する。そして、ユーザインタフェースを介して、操作者に対して検索結果を提示
するようになっている。
【００６３】
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すなわち、画像処理装置１９の場合、操作者がＤＴＰアプリケーションで行っている画
像処理をＣＰＵ２４が監視している。そして、ＣＰＵ２４は、操作者が選択している画像
処理要素を同定する。例えば、現在、操作者が選択している画像処理要素を画像処理要素
Ａとすると、検索処理部４０が記憶部２６から画像処理要素Ａを含むＤＴＰ事例を検索す
る。これにより、画像処理要素Ａを含むＤＴＰ事例を、操作者に対して提示することがで
きる。
【００６４】
次に、画像処理装置１９においては、操作者が画像処理を実行すると、画像処理記録部
３８が、現在入力画像、出力画像、処理手順情報、テキストで記述された属性情報を、実
施されたＤＴＰ事例として記憶部２６のＤＴＰ事例データベースに登録する。これにより

10

、ＤＴＰ事例データベースには、実際に操作者により実行された画像処理の履歴（ＤＴＰ
事例）が蓄積される。蓄積されたＤＴＰ事例は、ＤＴＰ検索に用いられる。これにより、
操作者が希望する確立の高い画像処理手順を、操作者に対して提示することができる。
【００６５】
次に、画像処理装置１９の場合、ＤＴＰアプリケーションから独立した独自のインタフ
ェースを持つシステムとしても実装が可能である。例えば、図１３の左上の画像が、操作
者に入力された現在入力画像６５とする。検索処理部４０が、現在入力画像６５の類似性
に基づいてＤＴＰ事例を検索し、事例間距離の順に検索結果を提示する。図１３の３段目
の各画像が事例の入力画像６６、４段目の各画像が事例の出力画像６７である。
20

【００６６】
そして、各ＤＴＰ事例に付随する画像処理手順を、操作者により入力された現在入力画
像６５に対して施したプレビュー画像６８を提示する。図１３の２段目の各画像がプレビ
ュー画像６８である。これにより、操作者は、自分が入力した現在入力画像６５に対して
施される画像処理の視覚的効果を、各プレビュー画像６８で確認したうえで、処理手順を
選択できる。また、操作者は、検索結果のいずれかを選択することで、選択したＤＴＰ事
例に付随する画像処理手順により処理された画像を得ることができる。
【００６７】
なお、検索結果に所望の画像がない場合、操作者は、図１３の現在入力画像６５に隣接
して表示された相関曲線（Correlogram）、ヒストグラム（Histgram）、カラー記述子（C
olor Descriptor）の各検索条件、およびこれらの重み付け値６９を変更して再度検索す
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る。これにより、所望の画像を得易くすることができる。
【００６８】
以上の説明から明らかなように、実施の形態の画像処理装置は、例えば熟練のＤＴＰオ
ペレータが画像に対して施す画像処理を記録し、現在入力画像、出力画像、および画像処
理手順の３つを１つのまとまり（ＤＴＰ事例）としてリポジトリ（記憶部２６）に記憶す
る。新たに現在入力画像が与えられたとき、現在入力画像の画像情報、または操作者が付
与する付帯情報を用いてリポジトリを検索し、関連するＤＴＰ事例をリストアップする。
リストアップされたＤＴＰ事例にそれぞれ含まれる画像処理手順を、現在入力画像に適用
することで、処理結果画像を得る。
40

【００６９】
また、実施の形態の画像処理装置は、例えば事例ベース推論手法（case
ning）などの検索手法により、画像の類似性（local

low

level

based

image

reaso

features）を

用いたＤＴＰ事例の検索を行う。また、これに加え、被写体などの情報である画像コンテ
ンツ情報（Image

content

Semantics）、および領域特徴（image

region

segmentati

on）を用いたＤＴＰ事例の検索を行う。さらに、操作者の補正意図（Enhancement

inten

tion）などを用いたＤＴＰ事例の検索を行う。
【００７０】
これにより、実施の形態の画像処理装置は、過去の画像処理手順から、操作者が希望す
る可能性の高い画像処理手順を高精度且つ拡張性高く検索できる。このため、過去の画像
処理手順を、有効に利用でき、画像処理装置の使い勝手の向上を図ることができる。
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【００７１】
上述の実施の形態は、例として提示したものであり、本発明の範囲を限定することは意
図していない。この新規な実施の形態は、その他の様々な形態で実施されることが可能で
あり、発明の要旨を逸脱しない範囲で、種々の省略、置き換え、変更を行うことも可能で
ある。実施の形態および実施の形態の変形は、発明の範囲や要旨に含まれると共に、特許
請求の範囲に記載された発明とその均等の範囲に含まれる。
【符号の説明】
【００７２】
１

現在入力画像

２

過去入力画像

３

過去入力画像

４

過去入力画像

５

画像処理手順

６

画像処理手順

７

画像処理手順

８

ＤＴＰ事例

９

ＤＴＰ事例

１０

ＤＴＰ事例

１１

リポジトリ

１２

処理結果画像

１３

処理結果画像

１４

処理結果画像

１９

画像処理装置

２６

記憶部

３１

ユーザインタフェース

３２

処理制御部

３３

距離尺度計算部

３４

画像処理構成部

３５

シーン認識部

３６

画像特徴抽出部

３７

プリファレンス記録部

３８

画像処理記録部

３９

記録処理部

４０

検索処理部
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