
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　デジタルカメラにより取得されたデジタル画像データに対し画像処理を施して再生画像
を作成する画像処理方法であって、
　前記デジタル画像データにより表わされる画像に対して、まず、前記画像の全体の濃度
を修正するための濃度変換条件を決定し、
　次いで、前記濃度変換条件に基づいて前記デジタル画像データにより表わされる画像の
所定濃度域の階調を制御する階調変換条件を決定し、
　

　前記濃度変換条件及び前記階調変換条件に基づいて前記デジタル画像データを修正して
、
　前記再生画像を作成することを特徴とする画像処理方法。
【請求項２】
　デジタルカメラにより取得されたデジタル画像データに対し画像処理を施して再生画像
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前記階調変換条件は、前記濃度変換条件に基づいて前記デジタル画像データを変換した
際に、変換した前記デジタル画像データにより表わされる画像の濃度が所定濃度よりも大
きくなる場合には、予め定めた値を基準として、前記デジタル画像データの前記予め定め
た値よりもハイライト側のデータを硬調化させ、前記変換したデジタル画像データにより
表わされる画像の濃度が所定濃度よりも小さくなる場合には、前記デジタル画像データの
前記予め定めた値よりもハイライト側のデータを軟調化させるように決定されるものであ
り、



を作成する画像処理方法であって、
　前記デジタル画像データを濃度成分データと色成分データとに分け、
　前記再生画像の全体の濃度を修正するように前記濃度成分データを変換する濃度変換条
件を決定すると共に、該濃度変換条件に基づいて前記デジタル画像データの所定濃度域の
階調を制御する階調変換条件を決定し、
　

　前記濃度変換条件と前記階調変換条件とにより前記濃度成分データを修正し、
　修正された濃度成分データと前記色成分データとを合成することにより、前記再生画像
を得るための画像データを作成することを特徴とする画像処理方法。
【請求項３】
　前記濃度変換条件は、前記デジタル画像データにより表わされる画像の特徴値に基づい
て決定されるものである請求項１または２に記載の画像処理方法。
【請求項４】
　前記画像の特徴値は、前記デジタル画像データの濃度の平均値である請求項３に記載の
画像処理方法。
【請求項５】
　前記特徴値は、前記デジタル画像データの各画素における、色により決定される重み係
数に基づく重み付け平均値である請求項３に記載の画像処理方法。
【請求項６】
　前記階調変換条件は、前記デジタル画像データにより表わされる画像の最も明るい部分
が、前記再生画像において白、または白に近似した濃度になるように決定される請求項１
～ のいずれかに記載の画像処理方法。
【請求項７】
　前記濃度変換条件は、前記デジタル画像データにより表わされる画像を表示手段に表示
した際、該表示画像に基づく外部からの指示により決定される請求項１または２に記載の
画像処理方法。
【請求項８】
　前記階調変換条件の決定において、前記デジタル画像データにより表わされる画像と前
記濃度変換条件及び前記階調変換条件に基づいて前記デジタル画像データを修正して得ら
れた修正画像データにより表わされる画像との相対階調に下限値を設ける請求項１～ の
いずれかに記載の画像処理方法。
【請求項９】
　デジタルカメラにより取得されたデジタル画像データに対し画像処理を施して再生画像
を作成する画像処理装置であって、
　前記デジタル画像データにより表わされる画像に対して、前記画像の全体の濃度を修正
するための濃度変換条件を決定する濃度変換条件決定手段と、
　前記濃度変換条件に基づいて前記デジタル画像データにより表わされる画像の所定濃度
域の階調を制御する階調変換条件を決定する階調変換条件決定手段と、
　前記濃度変換条件及び前記階調変換条件に基づいて前記デジタル画像データを修正して
、前記再生画像を作成する画像データ変換手段と
を有
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前記階調変換条件は、前記濃度変換条件に基づいて前記濃度成分データを変換した際に
、変換した前記濃度成分データにより表わされる画像の濃度が所定濃度よりも大きくなる
場合には、予め定めた値を基準として、前記デジタル画像データの前記予め定めた値より
もハイライト側のデータを硬調化させ、前記変換した濃度成分データにより表わされる画
像の濃度が所定濃度よりも小さくなる場合には、前記デジタル画像データの前記予め定め
た値よりもハイライト側のデータを軟調化させるように決定されるものであり、

５

７

し、
前記階調変換条件決定手段は、前記濃度変換条件に基づいて前記デジタル画像データが

変換された際に、変換された前記デジタル画像データにより表わされる画像の濃度が所定
濃度よりも大きくなる場合には、予め定めた値を基準として、前記デジタル画像データの
前記予め定めた値よりもハイライト側のデータを硬調化させ、前記変換されたデジタル画



することを特徴とする画像処理装置。
【請求項１０】
　デジタルカメラにより取得されたデジタル画像データに対し画像処理を施して再生画像
を作成する画像処理装置であって、
　前記デジタル画像データを濃度成分データと色成分データとに分けるデータ分割手段と
、
　前記再生画像の全体の濃度を修正するように前記濃度成分データを変換する濃度変換条
件を決定する濃度変換条件決定手段と、
　前記濃度変換条件に基づいて前記デジタル画像データの所定濃度域の階調を制御する階
調変換条件を決定する階調変換条件決定手段と、
　前記濃度変換条件と階調変換条件とにより前記濃度成分データを修正するデータ変換手
段と、
　該修正された濃度成分データと前記色成分データとを合成するデータ合成手段と
を有
　

することを特徴とする画像処理装置。
【請求項１１】
　前記濃度変換条件決定手段は、前記濃度変換条件を、前記デジタル画像データにより表
わされる画像の特徴値に基づいて決定するものである請求項 または１ に記載の画像処
理装置。
【請求項１２】
　前記画像の特徴値は、前記デジタル画像データの濃度の平均値である請求項１ に記載
の画像処理装置。
【請求項１３】
　前記特徴値は、前記デジタル画像データの各画素における、色により決定される重み係
数に基づく重み付け平均値である請求項１ に記載の画像処理装置。
【請求項１４】
　前記階調変換条件決定手段は、前記階調変換条件を、前記デジタル画像データにより表
わされる画像の最も明るい部分が、前記再生画像において白、または白に近似した濃度に
なるように決定する請求項 ～１ のいずれかに記載の画像処理装置。
【請求項１５】
　前記濃度変換条件決定手段は、前記濃度変換条件を、前記デジタル画像データにより表
わされる画像を表示手段に表示した際、該表示画像に基づく外部からの指示により決定す
る請求項 または１ に記載の画像処理装置。
【請求項１６】
　前記階調変換条件決定手段は、前記デジタル画像データにより表わされる画像と前記濃
度変換条件及び前記階調変換条件に基づいて前記デジタル画像データを修正して得られた
修正画像データにより表わされる画像との相対階調が、予め設けられた下限値以上となる
ように前記階調変換条件を決定する請求項 ～１ のいずれかに記載の画像処理装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、デジタル電子スチルカメラ（以下、デジタルカメラという）により得られるデ
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像データにより表わされる画像の濃度が所定濃度よりも小さくなる場合には、前記デジタ
ル画像データの前記予め定めた値よりもハイライト側のデータを軟調化させるように前記
階調変換条件を決定

し、
前記階調変換条件決定手段は、前記濃度変換条件に基づいて前記濃度成分データが変換

された際に、変換された前記濃度成分データにより表わされる画像の濃度が所定濃度より
も大きくなる場合には、予め定めた値を基準として、前記デジタル画像データの前記予め
定めた値よりもハイライト側のデータを硬調化させ、前記変換された濃度成分データによ
り表わされる画像の濃度が所定濃度よりも小さくなる場合には、前記デジタル画像データ
の前記予め定めた値よりもハイライト側のデータを軟調化させるように前記階調変換条件
を決定

９ ０

１

１

９ ３

９ ０

９ ５



ジタル画像データに対して画像処理を施す画像処理方法及び装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
デジタルカメラにおいては、撮像により取得した画像を、デジタル画像データ（被写体輝
度に対応した値であって、通常、白が２５５、黒が０）としてデジタルカメラ内部に設け
られた内部メモリやＩＣカード等の記録媒体に記録し、記録されたデジタル画像データに
基づいて、プリンタやモニタに撮影画像を出力することができる。デジタルカメラにより
取得した画像をプリントする場合においては、ネガフィルムからプリントされた写真と同
様の高品位な画質を有することが期待される。
【０００３】
このため、デジタルカメラは、オートホワイトバランス（ＡＷＢ）機能、オート露出制御
（ＡＥ）機能、さらには、画像処理機能を有する。ＡＷＢ機能としては、撮像した色信号
の平均値から求めた２つの色差信号が０となるように制御する手法が、例えば、特開昭６
０－２０９９３号公報、特開平３－１９８４８４号公報等に、ビデオカメラ用のものとし
て開示されている。また、ＡＥ機能としては、撮像した全エリアの輝度信号の平均値と選
択したエリアの輝度信号の平均値とを比較することにより露出を制御する手法が、例えば
、特開平７－７５００６号公報に開示されている。
【０００４】
一方、従来から、カラー原画像を読み取ってデジタル画像データに変換し、このデジタル
画像データから最大基準濃度、最小基準濃度、ヒストグラム等の画像特徴値を求め、この
特徴値に基づいてデジタル画像データを適正な階調、濃度、色となるように修正する方法
が知られている（例えば、特開昭５６－８７０４４号公報参照）。また、カラー原画像を
プレスキャンすることによって得られたデジタル画像データの濃度信号から、原画像を忠
実に再現するための変換テーブル（ＬＵＴ）を作成し、本スキャンによって得られたデジ
タル画像データを、このＬＵＴにより変換して、デジタル画像データの修正を行う方法も
提案されている（例えば、特開平６－１５２９６２号公報参照）。
【０００５】
さらに、ネガフィルム画像をデジタル画像データに変換して、デジタルプリントを作成す
る方法も提案されている（例えば、特開昭６０－１４５７０号公報参照）。この方法は、
ネガフィルムをプレスキャンして、光強度を表わすラフ画像データを作成し、このラフ画
像データを対数変換して濃度データを得て、この濃度データを第１のＬＵＴにより適正な
色、濃度が得られるような画像データに変換し、さらに、この変換された画像データを、
第２のＬＵＴによりポジ画像データに変換すると共に、画像データを複写する複写装置と
複写材料（感光材料）の特性を考慮して修正するものである。
ネガフィルム画像は、撮影により、極端な露出オーバー、露出アンダーな場合を除いて、
被写体の全てが画像として記録されている。そのため、ネガフィルム画像からのデジタル
プリントは、ネガフィルム画像をフルに、または任意に画像再現に利用することができる
。
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】
上述のように、デジタルカメラは、ＡＷＢ機能、ＡＥ機能、さらには画像処理機能を有し
、これにより取得されたデジタル画像データには、上述のように既に画像処理が施されて
いるため、そのままプリンタ等の複写装置に入力して画像を再生することができる。しか
しながら、ＡＷＢ機能やＡＥ機能は、デジタルカメラの機種により性能が異なったり、そ
の機能が付加されていない場合もあるため、各種のデジタルカメラの画像を出力する複写
装置において、常に一定の品質のプリント画像を得ることはできなかった。
【０００７】
これに対しては、例えば、上述の特開平６－１５２９６２号公報等に開示されたように、
デジタル画像データを修正することが考えられる。しかしながら、デジタルカメラにより
取得されたデジタル画像データは、適正条件で撮像されたものであるという保証はなく、
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さらには、シャドー画像部においてノイズが多く、画像情報が粗いため、前述の従来の手
法のように、印刷原稿として撮影された原画像あるいはネガフィルムを読み取ることによ
り得られたデジタル画像データを修正する方法をそのまま適用しても、高画質の画像を再
生することができなかった。
【０００８】
このため、デジタルカメラにより取得されたデジタル画像データのヒストグラムを作成し
、このヒストグラムの最小値、最大値（すなわち、画像中のシャドー点、ハイライト点）
及びメディアン値を求め、最小値と最大値とからグレーバランスを求めると共に、最小値
とメディアン値とからガンマ曲線を求めて、デジタル画像データを変換するようにした方
法（例えば、特開平９－１２１３６１号公報参照）や、デジタルカメラにより取得された
デジタル画像データの画素毎の明るさと色味とから有効画素を求め、有効画素の平均濃度
値の累積ヒストグラムから画像中のハイライト点及びシャドー点を設定して、ＣＲＴやＣ
Ｄ－ＲＯＭ等の記録媒体に出力するようにした方法（例えば、特開平９－２３８２５７号
公報参照）が、提案されている。
【０００９】
しかしながら、これらの方法は、画像のハイライト点及びシャドー点によりデジタル画像
データ全体の階調と色を修正するものであり、デジタル画像データは適正な露出によって
主要画像部が適正な値を有していることが前提となっている。実際のデジタルカメラでは
、露出オーバーや露出アンダー、ストロボ調光ミス等、適正でない露出により画像データ
が形成されたものも多く、出力画像の濃度修正は非常に重要である。
【００１０】
本発明は、上記事情に鑑みてなされたものであり、デジタルカメラにより取得されたデジ
タル画像データの濃度を自動的 , 手動的に修正して、高品質の画像を得ることを可能とす
る画像処理方法及び装置を提供することを目的とするものである。
本発明の他の目的は、撮影時の露出の異なるデジタルカメラの画像データや、主要画像部
が適正な値でないデジタル画像データからも、濃度を自動的 , 手動的に修正して、高品質
の画像を得ることを可能とする画像処理方法及び装置を提供することにある。
【００１１】
【課題を解決するための手段】
　上記目的を達成するため、本発明に係る画像処理方法は、デジタルカメラにより取得さ
れたデジタル画像データに対し画像処理を施して再生画像を作成する画像処理方法であっ
て、前記デジタル画像データにより表わされる画像に対して、まず、前記画像の全体の濃
度を修正するための濃度変換条件を決定し、次いで、前記濃度変換条件に基づいて前記デ
ジタル画像データにより表わされる画像の所定濃度域の階調を制御する階調変換条件を決
定し、

前記濃度変換条件及び前記階調変換条件に基づいて前記デジタル画像データを修
正して、前記再生画像を作成することを特徴とする。
【００１２】
　また、本発明に係る画像処理方法は、デジタルカメラにより取得されたデジタル画像デ
ータに対し画像処理を施して再生画像を作成する画像処理方法であって、前記デジタル画
像データを濃度成分データと色成分データとに分け、前記再生画像の全体の濃度を修正す
るように前記濃度成分データを変換する濃度変換条件を決定すると共に、該濃度変換条件
に基づいて前記デジタル画像データの所定濃度域の階調を制御する階調変換条件を決定し
、
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前記階調変換条件は、前記濃度変換条件に基づいて前記デジタル画像データを変換
した際に、変換した前記デジタル画像データにより表わされる画像の濃度が所定濃度より
も大きくなる場合には、予め定めた値を基準として、前記デジタル画像データの前記予め
定めた値よりもハイライト側のデータを硬調化させ、前記変換したデジタル画像データに
より表わされる画像の濃度が所定濃度よりも小さくなる場合には、前記デジタル画像デー
タの前記予め定めた値よりもハイライト側のデータを軟調化させるように決定されるもの
であり、

前記階調変換条件は、前記濃度変換条件に基づいて前記濃度成分データを変換した際に
、変換した前記濃度成分データにより表わされる画像の濃度が所定濃度よりも大きくなる



前記濃度
変換条件と前記階調変換条件とにより前記濃度成分データを修正し、修正された濃度成分
データと前記色成分データとを合成することにより、前記再生画像を得るための画像デー
タを作成することを特徴とする。
【００１３】
前記濃度変換条件は、前記デジタル画像データにより表わされる画像の特徴値に基づいて
決定されるものであることが好ましい。
また、前記画像の特徴値は、前記デジタル画像データの濃度の平均値、もしくは、前記デ
ジタル画像データの各画素における、色により決定される重み係数に基づく重み付け平均
値であることが好ましい。
【００１４】
　 た、前記階調変換条件は、前記デジタル画像データにより表わされる画像の最も明る
い部分が、前記再生画像において白、または白に近似した濃度になるように決定されるこ
とが好ましい。
　前記濃度変換条件は、前記デジタル画像データにより表わされる画像を表示手段に表示
した際、該表示画像に基づく外部からの指示により決定されるものであってもよい。
【００１５】
　 た、前記階調変換条件

下限値を設けることが好
ましい。
【００１６】
　一方、本発明に係る画像処理装置は、デジタルカメラにより取得されたデジタル画像デ
ータに対し画像処理を施して再生画像を作成する画像処理装置であって、前記デジタル画
像データにより表わされる画像に対して、前記画像の全体の濃度を修正するための濃度変
換条件を決定する濃度変換条件決定手段と、前記濃度変換条件に基づいて前記デジタル画
像データにより表わされる画像の所定濃度域の階調を制御する階調変換条件を決定する階
調変換条件決定手段と、前記濃度変換条件及び前記階調変換条件に基づいて前記デジタル
画像データを修正して、前記再生画像を作成する画像データ変換手段とを有

することを特徴とする。
【００１７】
　また、本発明に係る画像処理装置は、デジタルカメラにより取得されたデジタル画像デ
ータに対し画像処理を施して再生画像を作成する画像処理装置であって、前記デジタル画
像データを濃度成分データと色成分データとに分けるデータ分割手段と、前記再生画像の
全体の濃度を修正するように前記濃度成分データを変換する濃度変換条件を決定する濃度
変換条件決定手段と、前記濃度変換条件に基づいて前記デジタル画像データの所定濃度域
の階調を制御する階調変換条件を決定する階調変換条件決定手段と、前記濃度変換条件と
階調変換条件とにより前記濃度成分データを修正するデータ変換手段と、該修正された濃
度成分データと前記色成分データとを合成するデータ合成手段とを有
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場合には、予め定めた値を基準として、前記デジタル画像データの前記予め定めた値より
もハイライト側のデータを硬調化させ、前記変換した濃度成分データにより表わされる画
像の濃度が所定濃度よりも小さくなる場合には、前記デジタル画像データの前記予め定め
た値よりもハイライト側のデータを軟調化させるように決定されるものであり、

ま

ま の決定において、前記デジタル画像データにより表わされる画
像と前記濃度変換条件及び前記階調変換条件に基づいて前記デジタル画像データを修正し
て得られた修正画像データにより表わされる画像との相対階調に

し、前記階調
変換条件決定手段は、前記濃度変換条件に基づいて前記デジタル画像データが変換された
際に、変換された前記デジタル画像データにより表わされる画像の濃度が所定濃度よりも
大きくなる場合には、予め定めた値を基準として、前記デジタル画像データの前記予め定
めた値よりもハイライト側のデータを硬調化させ、前記変換されたデジタル画像データに
より表わされる画像の濃度が所定濃度よりも小さくなる場合には、前記デジタル画像デー
タの前記予め定めた値よりもハイライト側のデータを軟調化させるように前記階調変換条
件を決定

し、前記階調変換条
件決定手段は、前記濃度変換条件に基づいて前記濃度成分データが変換された際に、変換
された前記濃度成分データにより表わされる画像の濃度が所定濃度よりも大きくなる場合



することを
特徴とする。
【００１８】
また、前記濃度変換条件決定手段は、前記濃度変換条件を、前記デジタル画像データによ
り表わされる画像の特徴値に基づいて決定するものであることが好ましい。
前記画像の特徴値は、前記デジタル画像データの濃度の平均値、もしくは、前記デジタル
画像データの各画素における、色により決定される重み係数に基づく重み付け平均値であ
ることが好ましい。
【００１９】
　 た、前記階調変換条件決定手段は、前記階調変換条件を、前記デジタル画像データに
より表わされる画像の最も明るい部分が、前記再生画像において白、または白に近似した
濃度になるように決定することが好ましい。
　前記濃度変換条件決定手段は、前記濃度変換条件を、前記デジタル画像データにより表
わされる画像を表示手段に表示した際、該表示画像に基づく外部からの指示により決定す
るものであってもよい。
【００２０】
　 らに、前記階調変換条件決定手段は、

下限値
ものであることが好ましい。

【００２１】
本発明において、「特徴値」としては、デジタル画像データの濃度及び色を特徴付ける値
であり、デジタル画像データの平均値、デジタル画像データの各画素における色により決
定される重み係数に基づく重み付け平均値、デジタル画像データから画素を間引いたラフ
画像データの平均値または重み付け平均値、デジタル画像データのＲＧＢ各色信号から作
成した色座標において高彩度部ほど重み係数を小さくすることにより求めた平均値、色座
標上の原点や色温度軌跡（図２参照）からの距離が大きいほど重み係数を小さくすること
により求めた平均値、明度を考慮した平均値、被写体やシーンに応じて重み係数を変更し
た平均値、主要被写体である人物の肌、特に顔に相当する画像部分の平均値等、種々の値
を採用することができる。
【００２２】
また、「主要画像部を代表する代表値」とは、上記特徴値により主要画像部を直接的、間
接的または統計的に推定した値（画像データ、濃度値等）をいう。また、「代表値を基準
」とするのは、「修正画像データとデジタル画像データとの関係により変換される代表値
の値に影響すること」がないようにすることを意図している。
また、本発明において、濃度変換条件やデジタル画像データの「濃度」とは、再生画像の
濃さを制御することが可能な値やデータである。例えば、Ｒ，Ｇ，Ｂ画像データも、３色
同じ制御をすることによって再生画像の濃さを制御することができるので、そのような場
合にはＲ，Ｇ，Ｂ画像データも含まれる。また、Ｒ，Ｇ，Ｂ画像データの重み付き平均値
によって求められる３色平均値や、輝度、明度またはそれらに相当する値も該当する。
【００２３】
本発明に係る画像処理方法及び装置のより具体的な構成は、例えば、下記の通りである。
（１）デジタルカメラにより取得されたデジタル画像データに対し画像処理を施して処理
済み画像データを得る画像処理方法であって、前記デジタル画像データにより表わされる
画像を特徴付ける特徴値を求め、該特徴値に基づいて前記デジタル画像データにより表わ
される出力画像の濃度／色を修正するための修正値を求め、該修正値に基づいて前記デジ
タル画像データを修正することにより得られる修正画像データと前記デジタル画像データ
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には、予め定めた値を基準として、前記デジタル画像データの前記予め定めた値よりもハ
イライト側のデータを硬調化させ、前記変換された濃度成分データにより表わされる画像
の濃度が所定濃度よりも小さくなる場合には、前記デジタル画像データの前記予め定めた
値よりもハイライト側のデータを軟調化させるように前記階調変換条件を決定

ま

さ 前記デジタル画像データにより表わされる画像
と前記濃度変換条件及び前記階調変換条件に基づいて前記デジタル画像データを修正して
得られた修正画像データにより表わされる画像との相対階調が、予め設けられた 以
上となるように前記階調変換条件を決定する



との関係を求め、該関係に基づいて前記デジタル画像データを変換して前記修正画像デー
タを得た際に、該修正画像データにより表わされる出力画像の濃度が大きくなる場合には
前記修正画像データのハイライト側のデータを硬調化させ、前記出力画像の濃度が小さく
なる場合には前記修正画像データのハイライト側のデータを軟調化させるよう、前記関係
を修正して前記修正画像データと前記デジタル画像データとの修正された関係を表わす変
換テーブルを得、該変換テーブルに基づいて前記デジタル画像データを変換して前記処理
済み画像データを得ることを特徴とする画像処理方法。
【００２４】
（２）デジタルカメラにより取得されたデジタル画像データに対し画像処理を施して処理
済み画像データを得る画像処理装置であって、前記デジタル画像データにより表わされる
画像を特徴付ける特徴値を求める特徴値演算手段と、前記特徴値に基づいて前記デジタル
画像データにより表わされる出力画像の濃度／色を修正するための修正値を求める修正値
演算手段と、前記修正値に基づいて前記デジタル画像データを修正することにより得られ
る修正画像データと前記デジタル画像データとの関係を求め、該関係に基づいて前記デジ
タル画像データを変換して前記修正画像データを得た際に、該修正画像データにより表わ
される出力画像の濃度が大きくなる場合には前記修正画像データのハイライト側のデータ
を硬調化させ、前記出力画像の濃度が小さくなる場合には前記修正画像データのハイライ
ト側のデータを軟調化させるよう、前記関係を修正して前記修正画像データと前記デジタ
ル画像データとの修正された関係を表わす変換テーブルを得る変換テーブル作成手段と、
該変換テーブルに基づいて前記デジタル画像データを変換して前記処理済み画像データを
得る修正手段とを備えたことを特徴とする画像処理装置。
【００２５】
上記画像処理方法及び装置においては、前記処理済み画像データを、該処理済み画像デー
タを再生する再生装置の再生目標値に基づいてさらに修正することが好ましい。
ここで、「再生装置の再生目標値に基づいて処理済み画像データを修正する」とは、デジ
タル画像データにおける基準値が再生装置において適正に再生できるようにするための値
のことであり、例えば、基準値のＲＧＢの各信号値が（２５５，２５５，２５５）（８ビ
ットの場合）であれば、再生目標値は白となり、基準値が白となるように修正することを
いう。
【００２６】
本発明に係る画像処理方法及び装置によれば、デジタルカメラにより取得されたデジタル
画像データの特徴値から、デジタル画像データにより表わされる出力画像の濃度／色を修
正する修正値が自動的に求められるか、前記修正値が外部から与えられる。これに基づい
て、再生画像の濃度／色が最適になるようにデジタルカメラでの露光過不足を補正し、主
要画像部が一定の画像濃度、好ましい階調修正により画像が再現できるように、デジタル
画像データを変換することができる。
【００２７】
従来は、上述の関係により出力画像の濃度が薄くなるようにデジタル画像データが変換さ
れる場合、出力画像のハイライト側のデータが最大値に飽和し、画像が飛んで再現するこ
とができなかった。また、出力画像の濃度が濃くなるようにデジタル画像データが変換さ
れる場合、被写体の白が白に再現されないと同時に、ハイライト側が軟調特性のまま濃度
が上がって、不自然な出力画像となってしまっていた。
このため、本発明に係る画像処理方法及び装置においては、上述の関係に基づいてデジタ
ル画像データを変換することにより得られた修正画像データにより表わされる出力画像の
濃度が大きくなる場合には、修正画像データのハイライト側のデータを硬調化させ、逆に
出力画像の濃度が小さくなる場合には、修正画像データのハイライト側のデータを軟調化
させるよう上記関係を修正して、変換テーブルを得るようにしたものである。
【００２８】
従って、この変換テーブルによりデジタル画像データを変換することで得られる処理済み
画像データは、濃度が薄くなってもハイライト側の画像が飛ぶことなく、また、濃度が濃
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くなっても白を白に再現できるものとなる。その結果、この処理済み画像データを再生す
ることにより高画質の再生画像を得ることができる。なお、ここで、濃度が薄くなる／濃
くなるとは、画像全体の濃度が変更されることをいう。
【００２９】
また、露出オーバー画像、露出アンダー画像に対して、それぞれハイライト側の階調を適
正となるように修正することによって、デジタルカメラの露出ラチチュードを広げること
ができ、これにより失敗画像を減少させることができる。また、デジタル画像データの画
素を間引いたり、複数の画素を合成して作成したラフ画像データから特徴値である平均値
または重み付け平均値を求めることにより、特徴値を求めるための演算時間を短縮するこ
とができ、これにより画像処理を高速に行うことができる。
【００３０】
さらに、デジタル画像データにより表わされる画像における主要画像部に相当する値を基
準として硬調化または軟調化を行うことにより、主要画像部付近の画像の濃度は変更され
ることなく処理済み画像データのハイライト部が硬調化及び軟調化される。なお、この場
合、主要画像部の濃度を一定にしようとする結果、硬調化／軟調化は、主として、主要画
像部を除いた背景画像の階調が変更されることになる。
【００３１】
【発明の実施の形態】
以下、添付の図面に示される好適実施例を基に、本発明の実施の形態について詳細に説明
する。
【００３２】
図１は、本発明の第１の実施例に係る画像処理装置の概略構成を示すブロック図である。
本実施例は、前述のデジタル画像データと修正画像データとの関係を表わす変換テーブル
に基づいて、前記デジタル画像データを変換して処理済み画像データを得る方法を実現す
るものである。
図１に示される画像処理装置２は、デジタルカメラ１により取得されたデジタル画像デー
タＳに対して画像処理を施すためのものである。
デジタルカメラ１は、被写体を撮影することにより取得されるデジタル画像データＳを記
録媒体１Ａに記録する。
【００３３】
画像処理装置２は、記録媒体１Ａからデジタル画像データＳを読み出すための入力手段４
と、後述するように、デジタル画像データＳの平均値Ｍを求める平均値演算手段５と、処
理済み画像データＳ’の出力目標値ＡＩＭを決定する出力目標値決定手段６と、上記平均
値演算手段５により求められた平均値Ｍ及び出力目標値決定手段６において決定された出
力目標値ＡＩＭに基づいて、デジタル画像データＳを修正するための修正値Ｃを求める修
正値演算手段７と、該修正値演算手段７において求められた修正値Ｃに基づいてデジタル
画像データＳを変換するための第１の変換テーブル（ＬＵＴ１）を作成する第１の変換テ
ーブル作成手段８と、上述の該第１の変換テーブル（ＬＵＴ１）を修正して第２の変換テ
ーブル（ＬＵＴ２）を得る第２の変換テーブル作成手段９と、上述の第２の変換テーブル
（ＬＵＴ２）によりデジタル画像データＳを変換して処理済み画像データＳ’を得る修正
手段１０と、上記処理済み画像データＳ’をプリンタ等に出力するための画像出力手段３
とからなる。
【００３４】
上述の平均値演算手段５は、デジタル画像データＳの各画素に対応するＲＧＢ画像信号を
予め定めた方法によって分析し、この分析結果に基づいて選択したＲＧＢ画像信号の平均
値Ｍを求めるものである。この平均値Ｍは、以下に示すように主要画像部を代表する代表
値も含む。具体的には、図２に示すように、ｒ－ｇ，ｇ－ｂを軸とする色座標を設定し、
この色座標における原点に近い位置の画素ほど重み付けを大きくするものである。すなわ
ち、図２に示す色座標においては、原点に近いほど低彩度であるため、原点近傍の領域Ａ
，その外側の領域Ｂ，さらに外側の領域Ｃを設定し、各領域に位置する画素に乗ずる重み
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係数を領域Ａから順に、１．０，０．５，０と設定し、この重み係数が乗算されたＲＧＢ
画像信号の重み付け平均値Ｍを求めるものである。これにより、低彩度の信号ほど大きな
重み付けがなされるため、求められた重み付け平均値Ｍは、画像の特徴を顕著に表わすも
のとなる。
【００３５】
なお、本実施例における重み付け平均値Ｍの演算は、これに限定されるものではなく、ｂ
－ｒ，ｒ－ｇの色座標あるいはｂ－ｒ，ｇ－ｂの色座標において重み係数を設定してもよ
く、ＲＧＢ画像信号を彩度信号と色相信号とに分け、彩度信号と色相信号とにより色座標
を設定してもよい。また、上述の重み係数を色座標の原点あるいは色座標上に設定した所
望の色温度軌跡（図２参照）からの距離に比例した重み係数としてもよい。さらに、ＲＧ
Ｂ画像信号の明度を考慮し、明度が大きいほど重み係数が小さくなるようにしてもよい。
【００３６】
また、被写体やシーンに応じて重み係数を変更してもよい。例えば、夕日のシーン等にお
いては、画像中における夕日の部分については修正を行いたくない場合が多いため、夕日
の部分については重み係数を小さくするように設定する。さらに、主要被写体である人物
の肌、特に顔に相当する画像部分のみの平均値を求めるようにしてもよく、さらに色を制
御する平均値と濃度を制御する平均値とを、それぞれ別個に求めるようにしてもよい。な
お、顔領域の抽出方法としては、例えば、特開昭５２－１５６６２４号公報に開示された
肌色の検出方法、特開平４－３４６３３２号公報に開示された類似色のクラスタ画像から
顔領域を検出する方法、特開平８－１２２９４４号公報に開示された形状から顔領域を検
出する方法等、既知の種々の手法を用いることができる。また、重み係数を乗ずることな
く、平均値Ｍを求めるようにしてもよい。
【００３７】
また、背景画像部を除去して残る画像部を主要画像部とし、主要画像部の画像データの平
均値を求めるようにしてもよい。この際、ハイライト画像部、シャドー画像部における一
定面積以上の中性色画像領域を背景画像領域とすればよく、さらに、画素値間の差が小さ
い等の条件を付加することによって、判定精度を向上させることができる。
【００３８】
さらに、画像を特徴付ける複数の画像特徴値の重み付け平均値を用いてもよく、これは、
本発明の平均値を求めるための演算に含まれるものである。例えば、図３に示すように、
デジタル画像データにより表わされる画像を複数の領域に分割し、各分割領域の平均値（
ｍｅａｎｊ、ｊは領域の位置）を求める。ここで、重み係数をｋｊとすると、平均値Ｍ＝
Σ（ｋｊ・ｍｅａｎｊ）となる。重み係数ｋｊは、望ましい出力値を得るための画像デー
タ修正量を、目的関数、画像特徴値を説明関数として、重回帰分析により統計的に決定す
ることができる。得られた平均値は、主要画像部濃度を推定する値である。例えば、デジ
タル画像データの値２５５（８ビットの場合）を白と出力する場合、推定値と１２８（主
要画像部濃度を０．７とするとき）との差を修正値Ｃとして出力すればよい。
【００３９】
なお、特徴値としては、上述の平均値Ｍに限定されるものではなく、ヒストグラム、累積
ヒストグラム等から得られる値であってもよい。
【００４０】
また、デジタル画像データＳの画素を一定間隔で間引いてラフ画像データを求め、このラ
フ画像データについての平均値Ｍを求めるようにしてもよい。このようにラフ画像データ
から平均値Ｍを求めることにより、通常、数百万ある画素を数万から数十万に減少させて
、演算時間を大幅に短縮することができる。なお、この場合のラフ画像データとしては、
複数個（例えば、５×５）の画素値の平均値を求めてこれをラフ画像データとしてもよく
、さらに、これと画素を間引くことにより得られたラフ画像データとを用いて、平均値の
精度を向上させるようにしてもよい。
【００４１】
さらに、平均値Ｍを対数値として求めてもよい。この場合、デジタル画像データＳの平均
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値を求めてから対数変換してもよく、デジタル画像データＳを対数変換してから平均値Ｍ
を求めるようにしてもよい。また、ラフ画像データにより平均値Ｍを求める場合も、ラフ
画像データを作成してから対数変換してもよく、デジタル画像データＳを対数変換してか
らラフ画像データを作成するようにしてもよい。この場合、デジタル画像データＳ及び出
力目標値ＡＩＭも対数値として演算が行われることになる。このように、平均値Ｍを対数
値として求めることにより、データが濃度依存性を持たないリニアな特性を有するものと
なり、後述するように、修正時における演算が容易なものとなる。
【００４２】
出力目標値決定手段６において決定される出力目標値ＡＩＭとしては、予め定めた一定値
であってもよい。この場合、平均値Ｍが対数値である場合には、例えば０．７０に、真数
値の場合は１２８のように設定すればよい。また、上述の平均値演算手段５において、重
み付け平均値Ｍを求めた場合、出力目標値ＡＩＭをＲＧＢ画像信号の平均値としてもよい
。さらに、出力目標値ＡＩＭを被写体やシーンに応じて変更するようにしてもよい。例え
ば、平均値演算のために選択した画素が非常に少ない場合、選択されなかった画素のＲＧ
Ｂ画像信号を参照して、出力目標値ＡＩＭを設定すれば、夕日、花、緑色等、他のシーン
と比較して色が大きく隔たったシーンに適用することができる。また、平均値演算手段５
において求められた平均値Ｍが、人物の顔に相当する値であるか、グレーであるかによっ
て、出力目標値ＡＩＭを変更してもよい。
【００４３】
修正値演算手段７は、平均値演算手段５において求められた平均値Ｍを出力目標値決定手
段６において決定した出力目標値ＡＩＭに一致するような修正値Ｃを求める。すなわち、
平均値Ｍ及び出力目標値ＡＩＭが共に対数値の場合、
修正値Ｃ＝平均値Ｍ－出力目標値ＡＩＭ
により修正値Ｃを求め、平均値Ｍ及び出力目標値ＡＩＭが共に真数値の場合、
修正値Ｃ＝平均値Ｍ／出力目標値ＡＩＭ
により修正値を求める。また、
修正値Ｃ＝平均値Ｍ－（出力目標値ＡＩＭ－Ｋ）
修正値Ｃ＝Ｋ×平均値Ｍ／出力目標値ＡＩＭ
ただし、Ｋは好ましさを考慮した定数または変数
により、修正値Ｃを求めるようにしてもよい。
【００４４】
第１の変換テーブル作成手段８は、まず、修正値Ｃによりデジタル画像データＳを修正し
て、修正画像データを得る。ここで、デジタル画像データＳは、ＲＧＢの画像信号からな
り、また、修正値もＲＧＢそれぞれに決定されることから、修正画像データもＲＧＢの画
像信号からなるものであるが、ここでは、簡便のため、デジタル画像データＳ、修正値Ｃ
及び修正画像データで代表させて説明することにする。なお、再生画像の濃度の修正は修
正値Ｒ＝Ｇ＝Ｂのとき可能であり、色の修正は少なくとも１色の修正値が実質０の場合で
ある。
【００４５】
第１の変換テーブル作成手段８においては、修正画像データを得た後、デジタル画像デー
タＳと修正画像データとの対応関係を表わす第１の変換テーブル（ＬＵＴ１）を作成する
。この第１の変換テーブル（ＬＵＴ１）の一例を、図４に示す。なお、第１の変換テーブ
ル（ＬＵＴ１）は、真数値のデジタル画像データＳを真数値の修正画像データに変換する
ものである。図４には、デジタル画像データＳをそのまま修正画像データとする基準条件
Ｃと、デジタル画像データＳの濃度を濃くする２段階の条件Ｄ，Ｅ及びデジタル画像デー
タＳの濃度を薄くする２段階の条件Ａ，Ｂが示されているが、実際には、修正値Ｃに基づ
いてデジタル画像データＳと修正画像データとの関係を示す１つの変換条件が決定される
。
【００４６】
ここで、変換条件Ｄ，Ｅは、例えば、オーバー露光で撮影を行うことにより得られたデジ
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タル画像データＳを修正するための条件であり、変換条件Ａ，Ｂは、例えば、逆光シーン
を撮影を行うことにより得られたデジタル画像データＳを修正するための条件である。な
お、本実施例においては、デジタル画像データＳは８ビットであり、画素値の最高値を２
５５とするものである。
【００４７】
第２の変換テーブル作成手段９は、第１の変換テーブル作成手段８において作成された第
１の変換テーブル（ＬＵＴ１）を修正してデジタル画像データＳを処理済み修正画像デー
タＳ’に変換するための第２の変換テーブル（ＬＵＴ２）を作成する。例えば、図４の変
換条件Ａ，Ｂのように、デジタル画像データＳの濃度を薄くする条件の場合、修正画像デ
ータは大きな値（濃度が薄い）に変換されるため、画素値が２５５以下のデジタル画像デ
ータＳであっても、修正画像データは画素値２５５で飽和してしまうことから、画像が白
くなってしまって再現することができない。
【００４８】
従って、図５に示すように修正画像データのハイライト画像部の全てまたは一部を線形ま
たは非線形に軟調化させることによって、デジタル画像データ２５５を処理済み画像デー
タ２５５に一致させることができる。すなわち、デジタル画像データＳを圧縮するように
変換条件を修正する。このように、ハイライト画像部を軟調化させることにより、修正画
像データにおいて飽和してしまう画像部を、処理済み修正画像データＳ’においては再現
することができることとなる。なお、処理済み修正画像データＳ’として大きな値になる
ようにデジタル画像データＳを修正するほど、より軟調化させる必要があるが、その軟調
化に制限値を設けるかまたは処理済み修正画像データＳ’として大きな値に変換するほど
軟調化の程度を小さくするようにしてもよい。
【００４９】
一方、図４の変換条件Ｄ、Ｅのようにデジタル画像データＳの濃度を濃くする条件の場合
、修正画像データは小さな値（濃度が濃い）に変換されるため、デジタル画像データＳに
おける画素値２５５付近の画像はそれよりも小さな値となって、白を白として再現するこ
とができなくなってしまう。また、ハイライト画像部をやや軟調化させてデジタル画像デ
ータＳを処理する機能を有するデジタルカメラの場合、濃度を濃くするとハイライト画像
部から高濃度側の画像において軟調化された状態のまま再現されることとなり、その結果
修正画像データにより表わされる画像が不自然なものとなる。これを防止するため、図６
の破線に示すように修正画像データのハイライト画像部の全てまたは一部を線形または非
線形に硬調化させるよう、すなわち、デジタル画像データＳを伸張するように変換条件を
修正する。
【００５０】
このように、ハイライト画像部を硬調化させることにより、処理済み画像データＳ’を再
生することにより得られる画像において、白を白として再生することができる。また、ハ
イライト部を硬調化させることにより、従来濃度修正が困難であったオーバー画像であっ
ても適切な画像として再現することができる。なお、処理済み画像データＳ’として小さ
な値となるようにデジタル画像データＳを修正するほど、より硬調化させる必要があるが
、その硬調化に制限値を設けるか、または、処理済み画像データＳ’として小さな値に変
換するほど硬調化の程度を小さくするようにしてもよい。
【００５１】
上記説明中では、第１の変換テーブル作成手段８と第２の変換テーブル作成手段９は別々
の手段に分かれているが、何ら分ける必要はなく、同じ変換テーブル作成手段の中で作成
してもよい。本画像処理で用いるのは第２の変換テーブルであって、第１の変換テーブル
は第２の変換テーブルを求めるために用いているにすぎない。本発明では、濃度変換条件
を決定してから階調変換条件を定めるため、説明の便宜上分けて説明しているものである
。
上記第１の変換テーブル（ＬＵＴ１）の修正の程度は、予め定められた１つまたは複数の
基本階調変換カーブに従って求めるようにしてもよい。また、階調変換カーブに近似した
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関数を用いて、演算により修正の程度を求めるようにしてもよい。また、演算を簡便なも
のとするために、図７に示すように線形的に修正するようにしてもよい。さらに、シーン
や特徴量に応じて修正の程度を変更するようにしてもよい。また、第２の変換テーブル（
ＬＵＴ２）として，デジタル画像データＳの濃度を変換するテーブルと階調を変換するテ
ーブルとを別個に設けるようにしてもよい。また、デジタル画像データＳを濃度成分デー
タと色成分データとに分離し、濃度成分データを第２の変換テーブル（ＬＵＴ２）により
修正した後、修正濃度成分データと色成分データとを合成するようにしてもよい。
【００５２】
　また、第１の変換テーブル（ＬＵＴ１）における変換条件 修正 する点（以下、
ブレイクポイントという）は、予め定めた値であっても変換条件の勾配に応じて予め定め
ておいてもよく、カメラ種、被写体シーン、画像の状況などに応じて適宜変更してもよい
。また、第２の変換テーブル（ＬＵＴ２）においてデジタル画像データＳの画素値２５５
の点と処理済み画像データＳ’の画素値２５５の点とを必ずしも合致させる必要はなく、
例えば、デジタル画像データＳのヒストグラムにおける最大値から０．３％、１．０％の
点や、累積ヒストグラムにおける９９．０％、９９．７％の点であってもよい。
【００５３】
修正手段１０は、第２の変換テーブル作成手段９において作成された第２の変換テーブル
（ＬＵＴ２）によりデジタル画像データＳを変換して処理済み画像データＳ’を得る。こ
のように、第２の変換テーブル（ＬＵＴ２）によりデジタル画像データＳを変換すること
により、処理済み画像データＳ’を再生することにより得られる画像の濃度を適正なもの
にすることができると共に、ハイライト部においても画像の消失や不自然さのない再生画
像を得ることができる。
【００５４】
画像出力手段３は、ＣＲＴやプリンタ等の再生装置の再生目標値に基づいて、処理済み画
像データＳ’を予め定めた出力濃度で再生できるように、処理済み画像データＳ’を修正
するものである。すなわち、デジタルカメラ１において得られたデジタル画像データＳは
、カメラ機種、ＡＷＢやＡＥ制御、被写体シーンにかかわらず、被写体中のグレーが所定
のグレーのデータになるよう処理済み画像データＳ’として修正され、画像出力手段３に
おいて再生装置の特性を考慮して、グレーのデータがグレーの画像として再現されるよう
に出力画像データＳ”に修正する。このため、処理済み画像データＳ’の基準値を所定の
出力濃度（再生目標値）となるように、例えば、ＬＵＴを用いて最終的な出力画像データ
Ｓ”に変換する。
【００５５】
ここで、処理済み画像データＳ’の基準値を所定出力濃度となるように変換する方法とし
ては，２つの方法を用いることができる。第１の方法は、処理済み画像データＳ’により
表わされる画像が取り得る最大値（例えば、８ビットの場合ＲＧＢの各画像信号値が２５
５）を基準値とし、この基準値が白となるように変換する方法である。このように、ＲＧ
Ｂの各画像信号値の最大値（２５５、２５５、２５５）が白となるように処理済み画像デ
ータＳ’を変換することにより、グレーの被写体をグレーに再現できる。
【００５６】
第２の方法は、基準値を処理済み画像データＳ’の平均値とし、この平均値を例えば、出
力濃度０．７０（対数値の場合、真数値の場合は１２８）となるように変換する方法であ
る。この方法によっても、出力画像データＳ”を再生することにより、グレーの被写体を
グレーに再現することができる。
なお、一層高画質の再生画像を得るために、画像出力手段３において、処理済み画像デー
タＳ’に対して色修正のためのマトリクス演算を施すようにしてもよい。
【００５７】
次いで、本実施例の動作について説明する。
まず、デジタルカメラ１により被写体を撮像してデジタル画像データＳを取得し、このデ
ジタル画像データＳを記録媒体１Ａに記録する。画像処理装置２の入力手段４は、記録媒
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体１Ａからデジタル画像データＳを読み出し、このデジタル画像データＳを平均値演算手
段５、第１の変換テーブル作成手段８及び修正手段１０に入力する。平均値演算手段５に
おいては、上に述べたようにデジタル画像データＳの平均値または重み付け平均値Ｍ（以
下、単に平均値Ｍという）が求められる。一方、出力目標値決定手段６においては、出力
目標値ＡＩＭが決定される。平均値Ｍ及び出力目標値ＡＩＭは修正値演算手段７に入力さ
れ、ここで上述したように修正値Ｃが求められる。
【００５８】
修正値Ｃは第１の変換テーブル作成手段８に入力され、この修正値Ｃに基づいて前述のよ
うに第１の変換テーブル（ＬＵＴ１）が作成される。さらに第１の変換テーブル（ＬＵＴ
１）は、第２の変換テーブル作成手段９において上述のように修正されて、第２の変換テ
ーブル（ＬＵＴ２）が作成される。
第２の変換テーブル（ＬＵＴ２）は修正手段１０に入力され、デジタル画像データＳが第
２の変換テーブル（ＬＵＴ２）により変換された処理済み画像データＳ’が得られる。処
理済み画像データＳ’は画像出力手段３において、基準値が所定の濃度となるように修正
されて最終的な出力画像データＳ”が得られる。出力画像データＳ”はプリンタやＣＲＴ
などの再生装置に入力されて，可視像として再生される。
【００５９】
このように、本実施例においては、第１の変換テーブル（ＬＵＴ１）によりデジタル画像
データＳを変換することにより得られた修正画像データにより表わされる出力画像の濃度
が大きくなる場合には、修正画像データのハイライト側のデータを硬調化させ、逆に出力
画像の濃度が小さくなる場合には、修正画像データのハイライト側のデータを軟調化させ
るよう、第１の変換テーブル（ＬＵＴ１）を修正して第２の変換テーブル（ＬＵＴ２）を
得るようにしたため、この第２の変換テーブル（ＬＵＴ２）によりデジタル画像データＳ
を変換することにより得られる処理済み画像データＳ’は、色が薄くなってもハイライト
側が飽和することなく、また、色が濃くなってもハイライト側において白を白に再現でき
るものとなる。そして、この処理済み画像データＳ’を再生することにより、高画質の再
生画像を得ることができる。
【００６０】
なお、上記実施例においては、出力目標決定手段６により、出力目標値ＡＩＭを決定して
いるが、出力目標値ＡＩＭは通常一定値であるため、出力目標値を得るための演算条件、
例えば、演算式や演算方法は、予め定めておくことができるものである。このように演算
式や演算方法を予め定めておくことにより、出力目標値決定手段６は不要となることから
、本発明は出力目標値決定手段６を備えたものに限定されるものではない。
【００６１】
また、本実施例においては、第２の変換テーブル（ＬＵＴ２）によりデジタル画像データ
Ｓを変換しているため、１画素ごとに修正を行うものと比較して演算時間を短縮すること
ができる。すなわち、各画素の演算を行うと画素数（数十～数百万）分の演算が必要であ
るが、テーブルを求めるための演算は、デジタル画像データＳが８ビットのデータである
場合、２５６×３回の演算で済むため、演算量を大幅に低減して高速演算を行うことがで
きる。
【００６２】
次いで、本発明の他の実施例について説明する。本実施例は、第２の変換テーブル（ＬＵ
Ｔ２）を前記実施例において求められた平均値Ｍ、すなわち特徴値や主要画像部の代表値
により変換するものである。図８は、本実施例における第２の変換テーブル（ＬＵＴ２）
を示す図である。図８に示す４つの変換条件は、デジタル画像データＳの特徴値を、処理
済み画像データＳ’における値Ａとなるように変換すると共に、この値Ａを基準として第
１の変換テーブル（ＬＵＴ１）を修正することにより得られるものである。デジタル画像
データＳの特徴値がＰ２，Ｐ１となる場合は値Ａが特徴値よりも小さいため、処理済み画
像データＳ’において濃度が濃くなるように、デジタル画像データＳは修正される。
【００６３】
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濃度を修正することにより、図８の破線で示すように処理済み画像データＳ’は２５５よ
りも小さな値にしか変換されず、処理済み画像データＳ’を再生することにより得られる
画像は、被写体の白が白に再現されないと同時に、ハイライト側が軟調特性のまま濃度が
上がってしまうという不自然な出力画像となってしまう。従って、このような処理済み画
像データＳ’の飽和を防止するために、図８の実線に示すように、処理済み画像データＳ
’のハイライト画像部の全てまたは一部を線形または非線形に硬調化させるよう、すなわ
ち、デジタル画像データＳを圧縮するように変換条件を修正する。このように、ハイライ
ト画像部を硬調化させることにより、処理済み画像データＳ’において白を白と再現でき
ないハイライト画像部を修正して白として再現することができる。また、特徴値について
は所望する値Ａとなるように変換されることとなる。所望する値Ａは、処理済み画像デー
タの主要部の値に相当し、この値は予め定めておくことができる。すなわち、Ｐ１，Ｐ２
は、予め定めた値Ａから決定してもよい。
【００６４】
一方、デジタル画像データＳの特徴値がＰＡ，ＰＢとなる場合は、特徴値が値Ａよりも小
さいため、処理済みデジタル画像データＳ’において濃度が薄くなるようにデジタル画像
データＳは修正される。しかしながら、濃度を修正することにより、図８の破線で示すよ
うに画像データが２５５以下で、出力画像のハイライト側のデータが２５５になって飽和
してしまい、ハイライト部の画像が飛んで再現することができない。従って、図８の実線
に示すように処理済み画像データＳ’のハイライト画像部の全てまたは一部を線形または
非線型に軟調化させるよう、すなわち、デジタル画像データＳを伸張するように変換条件
を修正する。このようにハイライト画像部を軟調化させることにより、処理済み画像デー
タＳ’を再生することにより得られる画像において、ハイライト画像部が飛ぶことなく再
生することができる。
【００６５】
このように、ハイライト画像部を硬調化させることにより、従来濃度修正が困難であった
オーバー露出画像であっても、適切な画像として再生することができる。なお、処理済み
画像データＳ’として、大きな値となるようにデジタル画像データＳを修正するほど、よ
り硬調化させる必要があるが、その硬調化に制限値を設けるか、または処理済み画像デー
タＳ’として小さな値に変換するほどに、硬調化の程度を小さくするようにしてもよい。
【００６６】
なお、特徴値Ｐ２のように値Ａとの差が大きい場合、変換条件を修正するには限界があり
、この限界を超えると処理済み画像データＳ’により表わされる画像に偽輪郭等が発生す
るおそれがある。また、白と白に類似するハイライト画像を区別するための情報が不足し
ている。このため、処理済み画像データＳ’の値を必ずしも２５５に変換するように変換
条件を修正する必要はなく、図９に示すように２５５より小さい値を最大基準値に設定す
ることが好ましい。
【００６７】
また、特徴値ＰＢについても値Ａとの差が大きいため、変換条件を修正するための限界が
あり、この限界を超えると顔のハイライト部などが軟調化し過ぎるおそれがある。このた
め、図９に示すように軟調化の程度を小さくすることが好ましい。
【００６８】
図１０に、本発明の第３の実施例に係る画像処理装置のブロック図を示す。図１０中、１
はデジタルカメラ、２０は画像処理装置、４は記録媒体１Ａからデジタル画像データＳを
読み出すための入力手段を示している。
また、２１はデジタル画像データＳの画素を間引いてラフ画像データＲＳを作成するラフ
画像データ作成手段、２２はデジタル画像データＳにより表わされる画像からのプリント
画像を濃くしたり薄くしたりする条件を決定する濃度変換条件決定手段、２３は上述の濃
度変換条件決定手段２２により決定された濃度変換条件（例えば、第１の実施例における
画像データＲ，Ｇ，Ｂに共通に用いる修正値Ｃ、図４に示される変換条件）に基づき、階
調（特に、ハイライト部の階調）を制御する階調変換条件決定手段を示している。
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【００６９】
階調変換条件決定手段２３は、階調変換条件の決定方法を記憶しておき、濃度変換条件に
基づき階調変換条件を定める。階調変換条件は、画像データの大きさによって階調を変化
させ、その階調の上限、下限を定め、それ以上、またはそれ以下では、一定階調にする等
の階調の変化のさせ方を決定する。
２４は変換条件作成手段である。この変換条件作成手段２４は、入力される画像データと
、出力される修正画像データとの関係を定めた画像データ変換カーブ及び／または変換テ
ーブル（実施例１のＬＵＴ２）を作成する。なお、前述の濃度変換条件決定手段２２は、
自動的に決定する手段であっても、手動的に濃度制御量を入力する手段、すなわち、キー
やマウス等の入力手段であってもよい。
【００７０】
２５は画像データ変換手段であり、画像データ入力手段４からの画像データを入力値とし
、変換条件作成手段２４で作成された変換テーブルにより、修正画像データを得る。画像
出力手段３は、デジタル画像データＳの基準値を、所定の出力濃度になるよう画像出力信
号に変換する、ＬＵＴ（ルックアップテーブル）を用いる変換手段である。
【００７１】
以下、前述の濃度変換条件決定手段２２において、濃度制御条件を自動的に決定する場合
を例として、本実施例の動作を説明する。
画像特徴値の作成では、先の実施例に示したように、主要画像部を代表する代表値、例え
ば、主要被写体である人物の肌、特に顔に相当する画像部の平均値が求められる。また、
背景画像部を除去することで、残る画像部を主要画像領域とし、この主要画像領域の画像
データの平均値が用いられる。
【００７２】
例えば、図３に示すように、デジタル画像データにより表わされる画像を複数の領域に分
割し、各分割領域、または選択した領域（例えば、中央部と周辺部）から定めた複数の領
域の画像特徴値（Ｘｊ）、例えば、平均値、最大値、最小値等をを求める。ここで、ｊは
画像特徴値の種類を示す記号である。これらの画像特徴値の線形結合、例えば、ｋｊを重
み係数とするＹ（＝Σ（ｋｊ・Ｘｊ））なる合成特徴値を得る。
なお、特徴値としては、上述の平均値、最大値、最小値等に限定されるものではなく、ヒ
ストグラム、累積ヒストグラム等から得られる値であってもよいことは、前述の通りであ
る。
【００７３】
画像特徴値による濃度変換条件は、上述の画像特徴値の１つまたは複数に対し、統計的に
適切な重み係数を与えて求める。望ましい出力画像を得るための画像データ修正量、すな
わち、デジタルカメラの画像から無修正で得たプリント濃度を適正濃度にするための修正
量を目的変数、上記画像特徴値を説明変数として重回帰分析により統計的に決定すること
ができる。上述の重み係数は、濃度変換条件を求める重み係数と合わせて同時に決定する
。上記濃度変換条件は、望ましい出力画像データ（これから、望ましいプリント濃度が得
られる）になるように単独、または複数の画像特徴値から求めた値による画像データ修正
値である。上記単独、または複数の画像特徴値から得られる値は、主要画像部のデータ値
に相当し、この値による修正画像データからのプリント画像は、主要画像部濃度が一定と
なっている。
【００７４】
階調変換条件決定手段２３では、濃度変換条件決定手段２２で決定された濃度変換条件に
基づいて定めた方法、または予め定めた方法により、階調を変換する条件を決定する。例
えば、開始点とハイエスト点（最大値、ヒストグラム上の最大基準点）のデータ値、開始
点からハイエスト点までの階調変化等を定める。
被写体シーンや露出レベルによってこれらを変更するようにしてもよい。
また、開始点からハイエスト点までをつなぐ相対階調プロファイルを、採り得る最大階調
（例えば、４．０），最小階調（例えば、０．３）を定めて判定し、限界値以上、または
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以下は一定とする。
【００７５】
図１１に、具体的な相対階調プロファイルの一例を示す。横軸は相対階調を表わし、階調
の修正がない状態を相対階調１．０とする。縦軸はＤＳＣの濃度修正後の画像データであ
り、この画像データの大きさによって相対階調を修正することを図１１は表わしている。
図１１に示す相対階調のプロファイル例では、中濃度域までは階調値は１．０であり、デ
ータがより大きくなるに従って階調値を小さくしていっている。ただし、階調値の下限は
０．３でクリップされており、デジタルカメラからの画像データはこの範囲で階調変換さ
れる。なお、相対階調プロファイルは、直線的である必要はなく、非線型でもよいことは
いうまでもない。
図１２に、図１１に示した相対階調プロファイルに対応するデータ変換曲線を示す。
【００７６】
階調プロファイルや階調変換条件は、上記ハイエスト点で白、または白に近い値になるよ
うに濃度変換条件との関係を定めておき、濃度変換条件によって補間等で階調プロファイ
ルや階調変換条件を求めてもよい。例えば、階調プロファイルを図１１に示した曲線とし
て記憶し、階調変換条件は数式，判定式等で表わした条件式とパラメータで表わす。
上述の下限値０．３は、画像が軟調になりすぎないようにするためのものである。また、
濃度変換条件が大きい（例えば、修正値Ｃの値が大きい）場合には、白にする曲線は得ら
れず、より白に近い値にとどめることになる。
【００７７】
図１２に示したようなデータ変換曲線や階調変換の条件は、予め定めた１つまたは複数の
基本曲線に従い、内挿、外挿または重み付けにより求めてもよい。また、曲線に近似した
関数を用い、演算して曲線を求めるようにしてもよい。さらにまた、シーンや画像特徴値
によって、内挿、外挿または重み付け、関数近似のパラメータ、勾配を変更してもよい。
上記変換条件は、濃度変換条件を求める変換テーブルと、階調変換条件を求める変換テー
ブルとを１つにした変換テーブルによることもできる。また、濃度変換条件を求める変換
テーブルを定め、階調を変換するための修正を行なっても、別々の変換テーブルを求め、
それぞれを用いるようにしてもよい。
【００７８】
図１３に、本実施例に係る画像処理装置の動作フローチャートを示す。以下、本実施例に
係る画像処理装置の動作を説明する。
まず、画像データ入力手段４により、デジタルカメラの記録媒体からのデジタル画像デー
タＳが入力され（ステップ５１）、次いで、図示されていない画像伸張／フォーマット変
換手段において、デジタル画像データＳの伸張及びフォーマット変換が行われ（ステップ
５２）、処理されたデータは図示されていない画像メモリに記録される。
【００７９】
ラフ画像データ作成手段２１では、上述のデジタル画像データＳを読み出し、これから画
素を間引いてラフ画像データＲＳを作成し（ステップ５３）、濃度変換条件決定手段２２
に入力する。このラフ画像データＲＳは、オートセットアップ処理に用いられる（ステッ
プ５４）。オートセットアップ処理が終了すると、表示手段への画像の表示が行われる（
ステップ５５）。オペレータは、この表示画像を観察し、必要に応じて、マニュアル修正
条件を入力する（ステップ５６）ことができる。なお、画素を間引く方法の代わりに、画
素の平均化を行うことで画素数を減らす方法も利用可能である。さらに、これらの、画素
の平均化と画素を間引く方法とを組み合わせる方法も有効である。
【００８０】
濃度変換条件決定手段２２では、オートセットアップ処理で決定された濃度の修正量、ま
たはオペレータから指示された濃度の修正量を、予め定められた変換方法に基づいて濃度
変換条件に変換し（ステップ５７）、階調変換条件決定手段２３に入力する。階調変換条
件決定手段２３では、入力された濃度変換条件に基づいて予め定められた方法により階調
変換条件を定める（ステップ５８）。
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変換条件作成手段２４では、濃度変換条件決定手段２２と階調変換条件決定手段２３から
入力される変換条件から、入力される画像データと出力される修正画像データとの関係を
定めた画像データ変換カーブ及び／または変換テーブル（実施例１のＬＵＴ２）を作成す
る。
【００８１】
画像データ変換手段２５では、画像データ入力手段４からの画像データを入力値とし、変
換条件作成手段２４で作成された画像データ変換カーブ及び／または変換テーブルにより
、修正画像データＳ’を得る。画像出力手段３では、修正画像データＳ’に、出力手段に
適合する処理が施され、出力画像データＳ”が得られる（ステップ５９）。
本実施例においては、濃度変換条件と、これに基づく階調変換条件とから、修正画像デー
タを得るようにしたので、デジタルカメラでの露光の過不足を補正し、一定の画像濃度、
好ましい階調表現により画像が再現できる。
【００８２】
図１４に、本発明のさらに他の実施例に係る画像処理装置２０Ａのブロック構成図を示す
。図１０に示した実施例との差異は、入力画像データを濃度成分と色成分とに分離して処
理を行うようにした点にある。すなわち、本実施例に係る画像処理装置２０Ａにおいては
、濃度／色成分データ変換部３１で、入力画像データを濃度成分と色成分とに分離する。
その後の処理は、おおむね、図１０に示した実施例と同様であり、修正された画像データ
Ｓ’と先に分離した色成分データとを、　濃度／色成分データ合成部３２で合成するもの
である。
【００８３】
　すなわち、本実施例においては、画像データを、濃度成分データと色成分データとに変
換し、濃度成分データに対して濃度補正とこれに基づく階調補正を行い、その後、両デー
タを合成している。これにより、濃度修正や階調修正を行っても、修正前後でプリントの
色の変化がない。
　デジタルカメラの画像データを、濃度成分データと色成分データとに変換する方法は、
公知の方法を用い得る。濃度成分データの代わりに、輝度成分データ（Ｙ＝０．３０Ｒ＋
０．５９Ｇ＋０．１１Ｂ）や色彩学上の明度に変換したデータ（ やＹ）を用いてもよ
い。
　なお、濃度（輝度）成分データと明度成分データとは、同等に扱うことができる。また
、色成分データとして、色彩学上の彩度と色相、Ｒ－Ｇ，Ｂ－Ｇや、 －ｋ， －ｋ，
－ｋ等をも用いることができる。
【００８４】
本実施例においては、濃度変換条件と、これに基づく階調変換条件とから、修正画像デー
タを得る処理を、濃度（輝度）と色を分離して行う形で実施しながら、かつ、デジタルカ
メラでの露光の過不足を補正し、一定の画像濃度、好ましい階調表現による画像を再現可
能としている。
【００８５】
なお、上記各実施例においては、デジタルカメラ１と別個に画像処理装置２または２０，
２０Ａを設けているが、デジタルカメラ１に画像処理装置２または２０，２０Ａを設ける
ようにしてもよい。
【００８６】
【発明の効果】
本発明の画像処理方法及び装置によれば、デジタル画像データの濃度を自動的、手動的に
修正して、再生画像の濃度／階調が最適になるようにしたことにより、高品質の画像を得
ることが可能になり、デジタルカメラでの露光不足を補正し、一定の画像濃度として再現
できるようにデジタル画像データを変換することができる。
【００８７】
より詳細には、デジタルカメラ画像から得られるプリントのプリント濃度を薄くしても、
濃度修正量に基づくハイライト部の階調修正により、撮像されたハイライト画像の大部分
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をプリント画像として再現することができる。すなわち、従来は、プリント濃度を薄くす
るように画像データを補正すると、背景等のハイライトの再現が失われるが、このような
問題は解消される。
また、デジタルカメラ画像から得られるプリントのプリント濃度を濃くしても、濃度修正
量に基づくハイライト部の階調修正により、撮像されたハイライト画像を、好ましい色／
濃度のプリント画像として再現することができる。なお、デジタルカメラ画像の濃度を自
動補正後、手動修正しても、高品質のプリントを得ることができる。
【００８８】
　また、露出オーバー画像、露出アンダー画像に対して、それぞれハイライト側の階調を
適正となるように修正することによって、デジタルカメラの露出ラチチュードを広げるこ
とができ、これにより失敗画像を減少させることができる。
　さらに、特徴値をデジタル画像データにより表わされる画像における主要画像部を代表
する代表値として求め、変換テーブルを得る際に代表値を基準として硬調 または軟調化
を行うことにより、代表値により表わされる画像の濃度は変更されることなく処理済み画
像データのハイライト部が硬調化及び軟調化されるため、主要画像部の濃度を硬調化及び
軟調化の程度にかかわらず所望とする値となるように修正することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明の一実施例に係る画像処理装置を内包する画像再生システムの構成を示
すブロック図である。
【図２】　色座標を示す図である。
【図３】　デジタル画像データにより表わされる画像を複数の領域に分割した状態を示す
図である。
【図４】　第１の変換テーブルの一例を示す図である。
【図５】　第２の変換テーブルの一例を示す図である。
【図６】　第２の変換テーブルの他の例を示す図である。
【図７】　第２の変換テーブルのさらに他の例を示す図である。
【図８】　他の実施例における第２の変換テーブルの一例を示す図（その１）である。
【図９】　他の実施例における第２の変換テーブルの一例を示す図（その２）である。
【図１０】　本発明の他の実施例に係る画像処理装置を内包する画像再生システムの構成
を示すブロック図である。
【図１１】　図１０に示した実施例に係る画像処理装置において用いられる、相対階調プ
ロファイルの一例を示す図である。
【図１２】　図１１に示した相対階調プロファイルに対応するデータ変換曲線を示す図で
ある。
【図１３】　図１０に示した実施例に係る画像処理装置の動作フローチャートである。
【図１４】　本発明のさらに他の実施例にかかる画像処理装置を内包する画像再生システ
ムの構成を示すブロック図である。
【符号の説明】
１　デジタルカメラ
２　画像処理装置
３　画像出力手段
４　入力手段
５　平均値演算手段
６　出力目標値決定手段
７　修正値演算手段
８　第１の変換テーブル作成手段
９　第２の変換テーブル作成手段
１０　修正手段
２０，２０Ａ　画像処理装置
２１　ラフ画像データ作成手段
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２２　濃度変換条件決定手段
２３　階調変換条件決定手段
２４　変換条件作成手段
２５　画像データ変換手段
３１　濃度／色成分データ変換部
３２　濃度／色成分データ合成部
Ｓ　デジタル画像データ
Ｓ’　処理済み画像データ
Ｓ”　出力画像データ
Ｃ　修正値
ＬＵＴ１　第１の変換テーブル
ＬＵＴ２　第２の変換テーブル
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【 図 ３ 】
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【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ 】

【 図 ７ 】

【 図 ８ 】

【 図 ９ 】

【 図 １ ０ 】
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【 図 １ １ 】

【 図 １ ２ 】

【 図 １ ３ 】

【 図 １ ４ 】
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