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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　光学的な撮影によって得られた画像の画像データに所定の処理を施して出力用の画像デ
ータを出力する画像処理装置であって、
　赤目補正処理部とキャッチライト処理部とを備え、
　前記赤目補正処理部は、前記画像の画像データを画像解析して、前記画像中の赤目現象
の生じている瞳領域を検出し、該検出された瞳領域の画像データについて画像処理を行っ
て赤目補正を行い、
　前記キャッチライト処理部は、前記赤目補正処理部によって赤目補正がなされた前記瞳
領域の画像データに、外部から入力された前記画像の撮影シーンの情報に応じてキャッチ
ライトを生成し、前記撮影シーンの情報に応じて、該生成したキャッチライトを付加する
位置を変更し、前記キャッチライトを有する画像の画像データとして出力することを特徴
とする画像処理装置。
【請求項２】
　前記キャッチライトの生成は、前記赤目補正がなされた前記瞳領域へのキャッチライト
パターンを付加することによって行う請求項１に記載の画像処理装置。
【請求項３】
　前記キャッチライトパターンの付加は、前記撮影シーンの情報に応じて、付加されたキ
ャッチライトパターンの形状または色味が変更されるように行われる請求項２に記載の画
像処理装置。
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【請求項４】
　前記キャッチライトパターンの変更は、予め用意された形状または色味が異なる複数の
キャッチライトパターンの中から前記撮影シーンに応じて選択されることによって行われ
る請求項３に記載の画像処理装置。
【請求項５】
　前記キャッチライトパターンの色味は、前記画像の撮影光源の色味、もしくは、前記画
像中の被写体を照明している光源の種類によって変更される請求項３または４に記載の画
像処理装置。
【請求項６】
　前記キャッチライトの生成は、前記瞳領域中のキャッチライトの状態を検出し、前記キ
ャッチライトが不十分である時に、前記赤目補正がなされた前記瞳領域に存在するキャッ
チライトを強調することによって行う請求項１に記載の画像処理装置。
【請求項７】
　前記キャッチライトの状態の検出は、前記赤目補正を行う前に、前記赤目現象の生じて
いる前記瞳領域中において前記キャッチライトの有無および程度を調べることである請求
項６に記載の画像処理装置。
【請求項８】
　前記キャッチライトの状態の検出は、前記赤目補正を行った後に、前記赤目補正がなさ
れた前記瞳領域中において前記キャッチライトの有無および程度を調べることである請求
項６に記載の画像処理装置。
【請求項９】
　前記キャッチライトの強調は、前記撮影シーンに応じて強調されたキャッチライトの形
状、および色味の少なくとも１つが変更されるように行われるものである請求項６に記載
の画像処理装置。
【請求項１０】
　前記キャッチライトの変更は、予め用意された形状、および色味の少なくとも１つが異
なる複数のキャッチライトの中から撮影シーンに応じて選択されることによって行われる
請求項９に記載の画像処理装置。
【請求項１１】
　前記キャッチライトの色味は、前記画像の撮影光源の色味、もしくは、前記画像中の被
写体を照明している光源の種類によって変更される請求項９または１０に記載の画像処理
装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、フィルムの画像を光電的に読み取り、この画像が再現されたプリント（写真
）を得るデジタルフォトプリンタ等に利用される、デジタル画像処理の技術分野に属し、
特に、ストロボ撮影に起因する人物や動物などの生体画像の赤目現象を適切に補正すると
ともに適切なキャッチライトが存在する人物等の生体画像に仕上げる画像処理装置に関す
る。
【背景技術】
【０００２】
　現在、ネガフィルム、リバーサルフィルム等の写真フィルム（以下、フィルムとする）
に撮影された画像の感光材料（印画紙）への焼き付けは、フィルムの画像を感光材料に投
影して感光材料を面露光する、いわゆる直接露光（アナログ露光）が主流である。
【０００３】
　これに対し、近年では、デジタル露光を利用する焼付装置、すなわち、フィルムに記録
された画像を光電的に読み取って、読み取った画像をデジタル信号とした後、種々の画像
処理を施して記録用の画像データとし、この画像データに応じて変調した記録光によって
感光材料を走査露光して画像（潜像）を記録し、（仕上り）プリントとするデジタルフォ
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トプリンタが実用化されている。
【０００４】
　デジタルフォトプリンタでは、画像をデジタルの画像データとして、画像データ処理に
よって焼付時の露光条件を決定することができるので、逆光やストロボ撮影等に起因する
画像の飛びやツブレの補正、シャープネス（鮮鋭化）処理、カラーフェリアや濃度フェリ
アの補正、アンダー露光やオーバー露光の補正、周辺光量不足の補正等を好適に行って、
従来の直接露光では得られなかった高品位なプリントを得ることができる。しかも、複数
画像の合成や画像分割、さらには、文字の合成等も画像データ処理によって行うことがで
き、用途に応じて自由に編集／処理したプリントも出力可能である。しかも、デジタルフ
ォトプリンタによれば、画像をプリント（写真）として出力するのみならず、画像データ
をコンピュータ等に供給したり、フロッピー（登録商標）ディスク等の記録媒体に保存し
ておくこともできるので、画像データを、写真以外の様々な用途に利用することができる
。
【０００５】
　このようなデジタルフォトプリンタは、基本的に、フィルムに記録された画像を光電的
に読み取るスキャナ（画像読取装置）、読み取った画像を画像処理して画像記録の露光条
件を決定する画像処理装置、および決定された露光条件に従って感光材料を走査露光して
現像処理を施してプリントとするプリンタ（画像記録装置）より構成される。
【０００６】
　スキャナでは、光源から射出された読取光をフィルムに入射して、フィルムに撮影され
た画像を担持する投影光を得て、この投影光を結像レンズによってＣＣＤセンサ等のイメ
ージセンサに結像して光電変換することにより画像を読み取り、必要に応じて、各種の画
像処理を施した後に、フィルムの画像データ（画像データ信号）として画像処理装置に送
る。画像処理装置は、スキャナによって読み取られた画像データから画像処理条件を設定
して、設定した条件に応じた画像処理を画像データに施し、画像記録のための出力画像デ
ータとしてプリンタに送る。プリンタでは、例えば、光ビーム走査露光を利用する装置で
あれば、画像処理装置から送られた画像データに応じて光ビームを変調して、この光ビー
ムを主走査方向に偏向すると共に、主走査方向と直交する副走査方向に感光材料を搬送す
ることにより、画像を担持する光ビームによって感光材料を露光（焼付け）して潜像を形
成し、次いで、感光材料に応じた現像処理等を施して、フィルムに撮影された画像が再生
されたプリント（写真）とする。
【０００７】
　ところで、ポートレート等の画像中に人物を含むプリントにおいて、画質を左右する最
も重要な要素は人物の仕上りであり、中でも、撮影時のストロボ発光等の影響によって目
の部分が赤くなる赤目現象は重大な問題である。
　また、人物の目の部分に光が映り込むキャッチライトは、写り込んだ人物が生き生きと
した印象に見える効果があり、人物画像には、目の部分にキャッチライトがはっきりと映
りこんでいることが好まれる。
　なお、赤目現象やキャッチライトは、人物が被写体となる画像のみならず、犬や猫など
の動物が被写体となる画像も含む生体画像でも同様に問題となる。
【０００８】
　ところで、赤目現象は、ストロボ光が瞳孔を通って網膜の毛細血管がある眼底に反射し
て、赤い色としてカメラのレンズに戻って来るために生じる現象である。
　また、キャッチライトは、目の表面でシーンの照明光が反射し、光がレンズに戻って来
るために生じる現象である。
【０００９】
　このような、赤目現象の生じている人物画像や、瞳領域へのキャッチライトの映り込み
が不足している人物画像を画像処理し、より好適な人物画像として出力する画像処理装置
が、例えば、特許文献１および特許文献２に記載されている。
【特許文献１】特開平１１－３０８４７４号公報



(4) JP 4482307 B2 2010.6.16

10

20

30

40

50

【特許文献２】特開２０００－７６４２７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　ところで、特許文献１に記載の画像処理装置では、人物画像に対し、赤目補正処理およ
びキャッチライト処理のいずれの処理もそれぞれ実施することができる。しかし、特許文
献１に開示のキャッチライトの補正方法は、画像の瞳領域に元々存在している、周りより
比較的明度の高いキャッチライト領域のコントラストを上げてキャッチライトを強調する
ものに過ぎない。従って、特許文献１に記載の画像処理装置では、画像内の瞳領域に、周
囲に比べて明度の高いキャッチライト領域が元々存在しない場合について、キャッチライ
トを生成することはできない。このため、キャッチライトが望まれるにもかかわらず、キ
ャッチライトがない画像が生じ、画像にまだ違和感が残るという問題があった。
【００１１】
　また、特許文献２に記載の画像処理装置では、赤目補正処理を行った画像に、周囲に比
べて比較的明度の高いパターンであるキャッチライトパターンを付加している。しかし、
特許文献２では、修正前の赤目領域の最大明度位置にキャッチライトパターンを付加して
いるに過ぎないし、赤目補正された目の明度に応じてキャッチライトパターンの明度を調
整しているが、撮影シーン、例えば、ストロボ撮影時に存在する蛍光灯やタングステン光
の違いによって、赤目の補正やキャッチライトの強調や付加はできているものの、キャッ
チライトの自然さが不足し、高い画質が求められる場合には、画像にまだ違和感が感じら
れるという問題があった。
【００１２】
　本発明の目的は、前記従来技術の問題点を解決することにあり、人物や動物などの生体
画像の瞳領域内に赤目現象が生じている際の赤目現象を補正し、更に瞳領域内のキャッチ
ライトが不足した画像を、撮影シーンに応じたキャッチライトを有する好適な画像に補正
することができる画像処理装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　上記課題を解決するために、本発明者は、人物画像や動物画像において赤目現象が生じ
た場合には、目の網膜からのフラッシュの反射光によって、キャッチライトのコントラス
トは低減し、赤目現象の生じている人物や動物等の生体画像は、キャッチライトの存在が
はっきりしない画像となる場合が多いこと、および、このため、赤目現象の生じている画
像について、なるべく好適な人物や動物等の画像を得るためには、赤目を補正した後、画
像中の人物や動物等の瞳領域を調べてキャッチライトの有無およびその程度を調べて、必
要に応じて、画像処理によってキャッチライトのはっきりとした画像とすることが好まし
いこと、さらに、キャッチライトを明確化させる際に、撮影シーン、例えば、ストロボ撮
影時の環境光、蛍光灯やタングステン光に応じて、キャッチライトパターンの形状や色味
や位置を変えて、最適化をすることにより、赤目が適切に補正され、適切かつ自然なキャ
ッチライトが存在し、被写体となる人物や動物がいきいきと感じられ、違和感のない高い
画質の画像となることを知見し、本発明に至ったものである。
【００１４】
　すなわち、本発明は、光学的な撮影によって得られた画像の画像データに所定の処理を
施して出力用の画像データを出力する画像処理装置であって、赤目補正処理部とキャッチ
ライト処理部とを備え、前記赤目補正処理部は、前記画像の画像データを画像解析して、
前記画像中の赤目現象の生じている瞳領域を検出し、該検出された瞳領域の画像データに
ついて画像処理を行って赤目補正を行い、前記キャッチライト処理部は、前記赤目補正処
理部によって赤目補正がなされた前記瞳領域の画像データに、外部から入力された前記画
像の撮影シーンの情報に応じてキャッチライトを生成し、前記撮影シーンの情報に応じて
、該生成したキャッチライトを付加する位置を変更し、前記キャッチライトを有する画像
の画像データとして出力することを特徴とする画像処理装置を提供するものである。
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【００１５】
　ここで、前記キャッチライトの生成は、前記赤目補正がなされた前記瞳領域へのキャッ
チライトパターンを付加することによって行うのが好ましい。
　また、前記キャッチライトパターンの付加は、前記撮影シーンの情報に応じて、付加さ
れたキャッチライトパターンの形状または色味が変更されるように行われるのが好ましい
。
　また、前記キャッチライトパターンの変更は、予め用意された形状または色味が異なる
複数のキャッチライトパターンの中から前記撮影シーンに応じて選択されることによって
行われるのが好ましい。
　また、前記キャッチライトパターンの色味は、前記画像の撮影光源の色味、もしくは、
前記画像中の被写体を照明している光源の種類によって変更されるのが好ましい。
【００１６】
　また、前記キャッチライトの生成は、前記瞳領域中のキャッチライトの状態を検出し、
前記キャッチライトが不十分である時に、前記赤目補正がなされた前記瞳領域に存在する
キャッチライトを強調することによって行うのが好ましい。
　また、前記キャッチライトの状態の検出は、前記赤目補正を行う前に、前記赤目現象の
生じている前記瞳領域中において前記キャッチライトの有無および程度を調べることであ
るのが好ましい。
　また、前記キャッチライトの状態の検出は、前記赤目補正を行った後に、前記赤目補正
がなされた前記瞳領域中において前記キャッチライトの有無および程度を調べることであ
るのが好ましい。
【００１７】
　また、前記キャッチライトの強調は、前記撮影シーンに応じて強調されたキャッチライ
トの形状、および色味の少なくとも１つが変更されるように行われるものであるのが好ま
しい。
　また、前記キャッチライトの変更は、予め用意された形状、および色味の少なくとも１
つが異なる複数のキャッチライトの中から撮影シーンに応じて選択されることによって行
われるのが好ましい。
　また、前記キャッチライトの色味は、前記画像の撮影光源の色味、もしくは、前記画像
中の被写体を照明している光源の種類によって変更されるのが好ましい。
【発明の効果】
【００１８】
　本発明によれば、赤目現象が生じ、キャッチライトが不足している、あるいは存在しな
い人物や動物等の生体画像から、赤目現象が補正されて、撮影シーンに応じた自然な印象
のキャッチライトを有する好適な人物画像や動物画像等の生体画像を得ることができる。
　また、本発明によれば、撮影シーン、例えば、ストロボ撮影時の環境光、蛍光灯やタン
グステン光などの存在に応じて、キャッチライトパターンの形状や色味や位置を変えて、
キャッチライトを最適化することにより、赤目が適切に補正され、適切かつ自然なキャッ
チライトが存在し、被写体となる人物や動物がいきいきと感じられ、違和感のない高い画
質の画像を得ることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１９】
　本発明に係る画像処理装置を添付の図面に示す本発明を実施するための最良の形態に基
づいて以下に詳細に説明する。
　図１に、本発明の画像処理装置を利用するデジタルフォトプリンタの一実施例のブロッ
ク図が示される。
【００２０】
　図１に示される、デジタルフォトプリンタ（以下、フォトプリンタとする）１０は、基
本的に、フィルムＦに撮影された画像を光電的に読み取るスキャナ（画像読取装置）１２
と、読み取られた画像データ（画像情報）を処理して出力用の画像データとし、またフォ
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トプリンタ１０全体の操作および制御等を行う画像処理装置１４と、画像処理装置１４か
ら出力された画像データに応じて変調した光ビームで感光材料（印画紙）を画像露光し、
現像処理して（仕上り）プリントとして出力するプリンタ１６とを有する。
　また、画像処理装置１４には、様々な条件の入力や設定、処理の選択や指示、色／濃度
補正などの指示等を入力するためのキーボード１８ａおよびマウス１８ｂを有する操作系
１８と、スキャナ１２で読み取られた画像、各種の操作指示、条件の設定／登録画面等を
表示するディスプレイ２０が接続される。
【００２１】
　スキャナ１２は、フィルムＦ等に撮影された画像を光電的に読み取る装置で、光源２２
と、可変絞り２４と、フィルムＦに入射する読取光をフィルムＦの面方向で均一にする拡
散ボックス２８と、結像レンズユニット３２と、Ｒ（赤）、Ｇ（緑）およびＢ（青）の各
画像読取に対応するラインＣＣＤセンサを有するイメージセンサ３４と、アンプ（増幅器
）３６と、Ａ／Ｄ（アナログ／デジタル）変換器３８とを有する。
【００２２】
　また、フォトプリンタ１０においては、新写真システム(Advanced Photo System）や１
３５サイズのネガ（あるいはリバーサル）フィルム等のフィルムの種類やサイズ、ストリ
ップスやスライド等のフィルムの形態等に応じて、スキャナ１２の本体に装着自在な専用
のキャリアが用意されている。これらのキャリアを交換することにより、各種のフィルム
や処理に対応することができる。フィルムに撮影され、プリント作成に供される画像（コ
マ）は、このキャリアによって所定の読取位置に搬送される。
　このようなスキャナ１２において、フィルムＦに撮影された画像を読み取る際には、光
源２２から射出され、可変絞り２４によって光量調整された読取光が、キャリアによって
所定の読取位置に位置されたフィルムＦに入射して、透過することにより、フィルムＦに
撮影された画像を担持する投影光を得る。
【００２３】
　キャリア３０は、図２（ａ）に示されるように、所定の読取位置を挟んで配置される搬
送ローラ対３０ａおよび３０ｂと、フィルムＦの投影光を所定のスリット状に規制する読
取位置に対応して位置するスリット４０ａを有するマスク４０とを有する。スリット４０
ａは、ラインＣＣＤセンサと同方向（主走査方向）に延在するものであり、搬送ローラ対
３０ａおよび３０ｂは、読取位置にフィルムＦを位置しつつ、主走査方向と直交する副走
査方向に、フィルムＦの長手方向を一致して搬送する。
　フィルムＦは、このキャリア３０によって読取位置に位置されて副走査方向に搬送され
つつ、読取光を入射される。これにより、結果的にフィルムＦが主走査方向に延在するス
リット４０ａによって２次元的にスリット走査され、フィルムＦに撮影された各コマの画
像が読み取られる。
【００２４】
　このようなスキャナ１２において、フィルムＦに撮影された画像を読み取る際には、光
源２２から射出され、可変絞り２４によって光量調整された読取光が、キャリアによって
所定の読取位置に位置されたフィルムＦに入射して、透過することにより、フィルムＦに
撮影された画像を担持する投影光を得る。
　フィルムＦは、このキャリア３０によって読取位置に位置されて副走査方向に搬送され
つつ、読取光が入射される。これにより、結果的にフィルムＦが主走査方向に延在するス
リット４０ａによって２次元的にスリット走査され、フィルムＦに撮影された各コマの画
像が読み取られる。
【００２５】
　新写真システムのフィルムには、磁気記録媒体が形成されており、新写真システムのフ
ィルム（カートリッジ）に対応するキャリア３０には、この磁気記録媒体に情報の記録／
読取を行う磁気ヘッド４２が配置されている。フィルムの磁気記録媒体に記録された情報
は、磁気ヘッド４２で読み取られて画像処理装置１４等に送られ、また、画像処理装置１
４等からの情報がキャリア３０に転送され、磁気ヘッド４２によってフィルムＦの磁気記
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録媒体に記録される。
【００２６】
　また、キャリア３０には、フィルムＦに光学的に記録されるＤＸコード、拡張ＤＸコー
ド、ＦＮＳコード等のバーコードや、フィルムに光学的に記録された各種の情報を読み取
るためのコードリーダ４４が配置されており、コードリーダ４４で読み取られた各種の情
報が画像処理装置１４等に送られる。
【００２７】
　図２（ｂ）に示されるように、イメージセンサ３４は、Ｒ画像を読み取るラインＣＣＤ
センサ３４Ｒ、Ｇ画像を読み取るラインＣＣＤセンサ３４ＧおよびＢ画像を読み取るライ
ンＣＣＤセンサ３４Ｂを有する、いわゆる３ラインのカラーＣＣＤセンサで、主走査方向
に延在する。フィルムＦの投影光は、イメージセンサ３４によって、Ｒ、ＧおよびＢの３
原色に分解されて光電的に読み取られる。
　イメージセンサ３４の出力信号は、アンプ３６で増幅され、Ａ／Ｄ変換器３８でデジタ
ル信号とされて、画像処理装置１４に送られる。
【００２８】
　スキャナ１２においては、フィルムＦに撮影された画像の読み取りを、低解像度で読み
取るプレスキャンと、出力画像の画像データを得るためのファインスキャンとの、２回の
画像読取で行う。
　プレスキャンは、スキャナ１２が対象とする全てのフィルムの画像を、入力画像として
イメージセンサ３４が飽和することなく読み取れるように設定された、プレスキャンの読
取条件で行われる。一方、ファインスキャンは、プレスキャンデータから、その画像（コ
マ）の最低濃度よりも若干低い濃度でイメージセンサ３４が飽和するように、各コマ毎に
設定されたファインスキャンの読取条件で行われる。従って、同じ画像でも、プレスキャ
ンとファインスキャンの出力信号は、解像度と出力レベルが異なる。
【００２９】
　なお、本発明において、スキャナは、このようなスリット走査によるものに限定はされ
ず、１コマの画像の全面を一度に読み取る、面露光を利用するものであってもよい。この
場合には、例えば、エリアＣＣＤセンサを用い、光源とフィルムＦとの間に、Ｒ、Ｇおよ
びＢの各色フィルタの挿入手段を設け、各色フィルタを順次挿入してエリアＣＣＤセンサ
で画像を読み取ることにより、フィルムに撮影された画像を３原色に分解して順次行えば
よい。
【００３０】
　図３に、画像処理装置１４のブロック図を示す。図３に示されるように、画像処理装置
１４（以下、処理装置１４とする）は、データ処理部４６、Ｌｏｇ変換器４８、プレスキ
ャン（フレーム）メモリ５０、ファインスキャン（フレーム）メモリ５２、プレスキャン
通常画像処理部（以下、プレスキャン処理部とする）５４、ディスプレイ信号変換部５６
、ファインスキャン通常画像処理部（以下、ファインスキャン処理部とする）５８、特殊
画像処理部６０、プリンタ信号変換部６２、条件設定部６４を有する。
　なお、図３は、主に画像処理関連の部位を示すものであり、画像処理装置１４には、こ
れ以外にも、処理装置１４を含むフォトプリンタ１０全体の制御や管理を行うＣＰＵ、フ
ォトプリンタ１０の作動等に必要な情報を記憶するメモリ、可変絞り２４の絞り値やＣＣ
Ｄセンサ３４の蓄積時間を決定する手段等が配置され、また、操作系１８やディスプレイ
２０は、このＣＰＵ等（ＣＰＵバス）を介して各部位に接続される。
【００３１】
　スキャナ１２から出力されたＲ，ＧおよびＢの各出力信号には、まず、データ処理部４
６において、ＤＣオフセット補正、暗時補正、シェーディング補正等の所定の処理が施さ
れ、Ｌｏｇ変換器４８で変換されてデジタルの画像データとされて、プレスキャン（画像
）データはプレスキャンメモリ５０に、ファインスキャン（画像）データはファインスキ
ャンメモリ５２に、それぞれ記憶（格納）される。
【００３２】
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　プレスキャンメモリ５０に記憶されたプレスキャンデータは、プレスキャン処理部５４
で処理されて、ディスプレイ２０による表示に対応する画像データとされ、ファインスキ
ャンメモリ５２に記憶されたファインスキャンデータは、ファインスキャン処理部５８お
よび特殊画像処理部６０で処理されて、プリンタ１６による出力に対応する画像データと
される。
【００３３】
　プレスキャン処理部５４と、ファインスキャン処理部５８は、共に、後に詳述する条件
設定部６４の設定に応じて、スキャナ１２によって読み取られた画像（画像データ）に、
赤目処理以外の各種の画像処理（以下、通常画像処理とする）を施す部位である。両者は
、処理する画像データの画素密度が異なる以外には、基本的に同様の処理を行う。
【００３４】
　プレスキャン処理部５４およびファインスキャン処理部５８における通常画像処理は、
公知の各種の画像処理であって、一例として、グレイバランス調整、階調調整、濃度調整
、電子変倍処理、シャープネス（鮮鋭化）処理、粒状抑制処理、覆い焼き処理（中間階調
を維持した画像データ圧縮による、直接露光のフォトプリンタにおける覆い焼き効果の付
与）、幾何学歪補正、周辺光量補正、ソフトフォーカスや白黒仕上げなどの特殊仕上げ等
の１以上が例示される。
【００３５】
　これらの各処理は公知の方法で行えばよく、処理演算（アルゴリズム）、加算器や減算
器による処理、ＬＵＴ（ルックアップテーブル）による処理、マトリクス（ＭＴＸ）演算
やフィルタによる処理等を適宜組み合わせて行われる。
　一例を挙げれば、グレイバランス調整、濃度調整および階調調整は、画像特徴量に応じ
て作成されるＬＵＴを用いる方法が、彩度調整は、ＭＴＸ演算を用いて行う方法が、シャ
ープネス処理は、画像を周波数成分に分け、中・高周波数成分から得られた輝度信号にシ
ャープネスゲイン（鮮鋭度補正係数）を乗算して、得られた輝度情報を低周波数成分に加
算する方法が、それぞれ例示される。
【００３６】
　こうして、プレスキャン処理部５４で通常の画像処理が施された画像処理済プレスキャ
ンデータは、ディスプレイ信号変換部５６に送られる。
　ディスプレイ信号変換部５６は、画像データを３Ｄ（３次元）－ＬＵＴ等で変換して、
ディスプレイ２０による表示に対応する画像データとする。
　一方、ファインスキャン処理部５８で通常の画像処理が施された画像処理済ファインス
キャンデータは、特殊画像処理部６０に送られる。
【００３７】
　特殊画像処理部６０は、赤目補正処理部７２とキャッチライト処理部７４とを有する。
赤目補正処理部７２は、入力画像に赤目現象が生じている場合、この入力画像中の赤目現
象の発生している瞳領域を自動的に検出して修正する赤目補正処理を行う。また、キャッ
チライト処理部７４は、赤目補正処理部７２で赤目補正された画像について、この画像中
の赤目補正された瞳領域に撮影シーンに応じてキャッチライトを生成する。例えば、キャ
ッチライト処理部７４は、赤目補正済画像中の赤目補正された瞳領域に、撮影シーンに応
じた適切なキャッチライトを付加したり、あるいは、必要に応じて、赤目補正対象画像中
の瞳領域中のキャッチライトを検出し、撮影シーンに応じて、赤目補正された瞳領域中に
おいて検出されたキャッチライトを強調したり、または赤目補正された瞳領域に撮影シー
ンに応じた適切なキャッチライトを付加する。
【００３８】
　なお、特殊画像処理部６０は、ディスプレイ信号変換部５６とも接続されており、特殊
画像処理部６０における赤目補正処理やキャッチライト生成処理などの特殊画像処理の内
容をディスプレイ２０で確認可能になっている。また、特殊画像処理部６０は、操作系１
８とも接続されており、キーボード１８ａやマウス１８ｂを用いて特殊画像処理の内容や
条件や処理位置等を指示入力することで、ディスプレイ２０に表示される画像を確認しな
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がら、ＧＵＩ(Graphic User Interface)により赤目補正処理やキャッチライト生成処理な
どの特殊画像処理を行うことが可能となっている。
　このような特殊画像処理部６０の特殊画像処理、すなわち、赤目補正処理部７２におけ
る赤目補正処理およびキャッチライト処理部７４におけるキャッチライト生成処理の内容
に関しては、後に詳述する。
【００３９】
　こうして、ファインスキャン処理部５８で通常の画像処理が施された画像処理済ファイ
ンスキャンデータは、プリンタ信号変換部６２に送られる。
　他方、プリンタ信号変換部６２は、ファインスキャン画像処理部５８によって画像処理
され、場合に応じて、特殊画像処理部６０の赤目補正処理部７２において赤目補正処理さ
れた瞳領域にキャッチライト処理部７４で撮影シーンに応じて生成されたキャッチライト
を持つ画像の画像データを３Ｄ－ＬＵＴ等で変換して、プリンタ１６による画像記録に対
応する画像データに変換し、プリンタ１６に供給する。
【００４０】
　次に、特殊画像処理部６０において行われる特殊画像処理について説明する。
　まず、赤目補正処理部７２において行われる赤目補正処理は、画像の中の赤目を画像解
析によって自動検出（赤目検出）して、さらに、その補正（赤目補正）を画像処理によっ
て自動的に行う、全自動の赤目補正処理方法が実施される。なお、特殊画像処理部６０か
らディスプレイ信号変換部５６を介してファインスキャンデータに基づくファインスキャ
ン画像をディスプレイ２０に表示し、オペレータがファインスキャン画像中の赤目現象が
生じている１つまたは複数の目の中の１点もしくはその近傍領域を指示し、指示された点
もしくは領域において赤目を自動検出し、自動修正する半自動の赤目補正処理方法を行な
うようにしても良い。
【００４１】
　ここで、赤目補正処理部７２における赤目検出の方法には、特に限定はなく、公知の方
法が各種利用可能である。
　一例として、顔抽出を行い、抽出した顔から瞳および／または赤目を検出する方法が例
示される。
【００４２】
　顔抽出は、公知の方法で行えばよく、例えば、エッジ検出や形状パターン検出による顔
検出方法；　色相抽出や肌色抽出による顔検出方法；　候補領域を抽出して、この候補領
域を小領域に分割して、各領域毎の特徴量を予め設定した顔領域パターンと照合して、そ
の確度から顔領域を抽出する方法（特開２０００－１３７７８８号公報参照）；　顔候補
領域を抽出して、各候補領域の重複度から確度を評価して顔領域を抽出する方法（特開２
０００－１４９０１８号公報参照）；　顔候補領域を抽出して、各候補領域の濃度が所定
の閾値に対応する値である場合に、胴体候補領域を抽出し、顔および胴体候補領域の濃度
や彩度コントラストを用いて確度を評価して、顔領域を抽出する方法（特開２０００－１
４８９８０号公報参照）；　等が例示される。
【００４３】
　抽出した顔領域から赤目を検出する方法も、公知の方法で行えばよい。
　例えば、エッジ検出、形状パターン検出、位置情報、色相情報等を用いた瞳抽出を行っ
て、色相等から赤目を検出する方法；　エッジ検出、形状パターン検出、位置情報等を用
いて目を抽出し、この目の画像データの輝度ヒストグラムから低輝度領域を抽出し、抽出
した低輝度領域を収縮処理して瞳の領域を抽出し、色相等から赤目を検出する方法；　顔
候補領域をｘｙ平面として各画素毎に色相等を用いた画像特徴量ｚを求め、ｘｙｚの三次
元空間を設定してｚ値の山状分布からｘｙ平面を分割して、分割領域毎に形状情報や統計
的画像特徴量等から赤目を検出する方法（特開２０００－７６４２７号公報参照）；　等
が例示される。
【００４４】
　また、検出した赤目の補正方法にも限定はなく、公知の方法で行えばよい。
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　例えば、検出した赤目の色変換や彩度低下によって赤目を補正する方法；　検出した赤
目領域で最小明度の画素に近づけるように、他の全画素の彩度や明度を補正する方法（特
開２０００－７６４２７号公報参照）；　等が例示される。
【００４５】
　本実施形態において、特殊画像処理部６０による赤目補正処理は、上述のように、ディ
スプレイ２０による画面表示を行い、この表示画面とマウス１８ｂ等の操作部１８を用い
たＧＵＩ（Graphical User Interface）による操作等によって行うことも可能である。ま
た、自動的な処理においてオペレータによる赤目位置の指定等、オペレータの操作による
手動処理を併用する、半自動的な赤目補正処理方法であってもよい。処理装置１４はこれ
らの処理形態を適宜選択できるようになっている。
【００４６】
　次に、特殊画像処理部６０のキャッチライト処理部７４においては、赤目補正処理部に
おいて補正された目の領域（人物や動物等の生体画像の瞳領域）内に、撮影シーンに応じ
た適切なキャッチライトを生成する。
　ここで、キャッチライト処理部７４では、赤目補正処理において赤目が検出され、かつ
赤目が補正された目に相当する領域、すなわち瞳の領域に撮影シーンに応じて選択された
適切なキャッチライトパターンを付加することにより、適切なキャッチライトを生成して
も良い。この時、キャッチライトパターンは、例えば、その中心が目の領域（瞳領域）の
中心に位置し、目の領域からはみ出さないように、位置やサイズや形状を選択するのが好
ましい。
【００４７】
　また、キャッチライト処理部７４では、必要に応じて、赤目補正処理において検出され
た画像内の目に相当する領域（瞳領域）が、明度の高い画素を含んでいるか否かを判断す
ることで、キャッチライトの有無や程度を検出し、すなわち、キャッチライトが充分であ
るか否かを判断し、キャッチライトが不十分であると判断された場合、赤目補正された目
の領域（瞳領域）内において、撮影シーンに応じて、キャッチライトのコントラストを上
げて、または色味を変えて、あるいは形状を変えて、瞳領域内のキャッチライトを強調す
るか、瞳領域内の不十分なキャッチライトの上に撮影シーンに応じて選択された形状およ
び色味のキャッチライトパターンを、撮影シーンに応じて選択された位置に付加しても良
い。
【００４８】
　なお、赤目補正処理部７２においては、補正された目の領域（人物等の生体画像の瞳領
域）へのキャッチライトパターンの付加を、赤目補正処理部７２において自動的検出され
た目の領域（瞳領域）の中心、またはオペレータがディスプレイ２０に表示された画像か
ら検出した目の領域（瞳領域）の中心、もしくは指定した目の領域（瞳領域）の所定の位
置に、自動的またはオペレータの操作により行うことができる。また、赤目補正された目
の領域（瞳領域）へのキャッチライトの強調およびキャッチライトパターンの付加は、赤
目補正の前または後に、赤目補正処理部７２において自動的に検出された目の領域（瞳領
域）内における画像のコントラストを調査し、明度の高い領域を、キャッチライトとして
、自動的にまたはオペレータがディスプレイ２０に表示される画像の中から検出し、自動
的またはオペレータの操作により行うことができる。
【００４９】
　このキャッチライトの検出において、瞳領域が明度の高い画素を含んでいるか否かの判
断は、この瞳領域の明度の絶対値が、予め設定された明度の値の閾値を満足するか否かに
よって判断される。また、画像内の瞳領域の明度の平均に対し、どれくらい明度の差があ
るかによって判断されてもよい。これらの明度の判断は、画像内の瞳領域の画像データの
うち、Ｇ成分およびＢ成分のデータのみを用いて判断してもかまわない。また、オペレー
タがモニタに表示された画像を確認し、人物等の画像の瞳領域内にキャッチライトが生じ
ているかどうか、コントラスト・大きさは充分であるかを検討し、キャッチライトの強調
またはキャッチライトパターンの付加を行うか否かを判断してもよい。
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　なお、特殊画像処理部６０のキャッチライト処理部７４において行うことができるキャ
ッチライト状態の検出方法は、特に制限的ではなく、上述の方法の他、上述した特許文献
１および特許文献２ならびに特開平１０－７５３４７号公報等に開示された方法を用いる
こともできる。
【００５０】
　キャッチライトを強調する方法としては、キャッチライトと判断された領域を含む瞳領
域の画像のコントラストを上げる方法がある。この際、現在のキャッチライトの状態およ
び画像の情報や撮影時のシーンの情報に応じて、コントラストの上げ具合を調節すること
が好ましい。この時、撮影シーンの情報に応じて、キャッチライトの形状や色味や位置を
変えることにより、キャッチライトをより強く強調しても良く、こうすることで、より適
切なキャッチライトとすることができる。
　なお、特殊画像処理部６０のキャッチライト処理部７４において行うことができるキャ
ッチライトの強調は、撮影シーンに応じた強調である必要があるが、どのような強調方法
を行うかを決めることができていれば、強調の手法自体は特に制限的ではなく、上述の方
法の他、上述した特許文献１および特許文献２ならびに特開平１０－７５３４７号公報等
に開示された方法を適用しても良い。
【００５１】
　キャッチライトの付加は、赤目補正された目の瞳領域に、予め用意された複数のキャッ
チライトパターンの中から撮影シーンやその情報に応じて予め選択された適切なキャッチ
ライトパターンをはめ込むことで行われる。この際、キャッチライトパターンは、その中
心が、目の瞳領域の中心、または指定された位置、もしくはキャッチライトの位置に来る
ように、かつ、その大きさが、目に相当する領域の大きさに対応するように、調節されて
はめ込まれる。
【００５２】
　キャッチライトパターンの形状としては、特に制限的ではないが、例えば、図４（ａ）
～（ｄ）に示す種々の形状が挙げられる。キャッチライトパターンとしては、図４（ａ）
のような円状のパターン、図４（ｂ）のような四角形状のパターン、図４（ｃ）および（
ｄ）のような十字形状のパターン等が例示される。
　これらのキャッチライトパターンは、画像の撮影シーンおよびその情報に応じて、キャ
ッチライト補正部７４において自動的に選択されるようにしても良いし、画像に応じてオ
ペレータによって選択されるようにても良い。
【００５３】
　また、これらのキャッチライトパターンは、画像の撮影シーンに応じて、任意の角度で
付加することができるが、キャッチライトを発生させている光源の方向が検出できる場合
や、ディスプレイ２０の表示画像から判断できる場合には、光源の方向に応じて付加する
角度を設定するのが好ましい。
　また、撮影時にキャッチライトを発生させている光源、すなわち、撮影光源、および／
または撮影被写体を照明している光源（環境光の光源）の種類が判明している場合、この
光源の種類や形態およびその情報に応じてキャッチライトの形状や色味や位置や角度、特
に色味を適切に選択するのが好ましい。
【００５４】
　キャッチライトの色や付加するキャッチライトパターンの色は、通常では白が用いられ
る。ただし、撮影時の環境光の光源の種類が判明している場合など、画像が撮影されたシ
ーンの照明に応じ、キャッチライトパターンの色味を変更することが好ましい。例えば、
撮影時の光源（蛍光灯、タングステン）の種類が判明していれば、この光源の種類に合わ
せてキャッチライトの色味を変更することで、より自然な感じにキャッチライトパターン
が付加され、より自然でイキイキとした印象の人物画像が得られる。
【００５５】
　キャッチライトパターンを付加する場合には、特に、目の領域（瞳領域）にキャッチラ
イトが確認されない場合には、キャッチライトパターンの中心が基本的に目に相当する領
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域（瞳領域）の中心に来るように付加するのが好ましい。ただし、撮影時の光源（照明）
の方向が分かっている場合は、その光源（照明）の方向にあわせて、キャッチライトを付
加することが好ましい。具体的には、画像に向かって左上側から人物に照明が当たってい
ると判明している場合、画像内の瞳領域の、画像に向かって左上側にキャッチライトパタ
ーンを付加することで、より自然な感じにキャッチライトパターンが付加され、より自然
でイキイキとした印象の人物画像が得られる。
【００５６】
　また、キャッチライトや付加するキャッチライトパターンの明度は、中心が最も高く、
中心から端部に向かい放射状に徐々に低くなるグラデーションを有していることが好まし
い。このようなグラデーションを有していることで、より自然に目（瞳）の表面で反射し
ている印象のキャッチライトパターンが得られ、より自然でイキイキとした印象の人物画
像が得られる。
　なお、特殊画像処理部６０のキャッチライト処理部７４において行うことができるキャ
ッチライトパターンの付加は、撮影シーンに応じたキャッチライトパターンである必要が
あるが、適切なキャッチライトパターンが予め、用意、または選択、もしくは設定されて
いれば、付加の手法自体は特に制限的ではなく、上述の方法の他、上述した特許文献１お
よび特許文献２ならびに特開平１０－７５３４７号公報等に開示された方法を適用しても
良い。
　特殊画像処理部６０において、赤目補正処理部７２における赤目補正処理およびキャッ
チライト処理部７４におけるキャッチライトの生成は、基本的に以上のように行われる。
【００５７】
　次に、プレスキャン処理５４およびファインスキャン処理部５８における通常画像処理
の種類、内容および条件を設定する条件設定部６４について説明する。
　この条件設定部６４は、セットアップ部６６、キー補正部６８およびパラメータ統合部
７０を有する。
【００５８】
　条件設定部６４のセットアップ部６６は、ファインスキャンの読取条件やプレスキャン
処理部５４およびファインスキャン処理部５８での通常画像処理の種類や内容や条件等を
決定するものである。
　具体的には、セットアップ部６６は、同時プリントの際に、プレスキャンデータから、
濃度ヒストグラムの作成や平均濃度、ハイライト（最低濃度）やシャドー（最高濃度）等
の濃度ヒストグラムの頻度の所定％点、ＬＡＴＤ（大面積透過濃度）、ヒストグラムの極
大値および極小値濃度等の画像特徴量の算出等を行い、前述のようにファインスキャンの
読取条件を設定し、さらに、濃度ヒストグラムや画像特徴量、オペレータの指示等に応じ
て、各種の画像処理から実行する画像調整ならびに実行順序を決定し、さらに、各画像処
理条件、ディスプレイ信号変換部５６やプリンタ信号変換部６２での変換条件を算出し、
パラメータ統合部７０に供給する。
　なお、条件設定部６４のセットアップ部６６において、特殊画像処理部６０の特殊画像
処理（赤目補正処理およびキャッチライト生成処理）の内容および条件を設定するように
しても良い。
【００５９】
　キー補正部６８は、操作系１８のキーボード１８ａやマウス１８ｂから入力された、通
常画像処理における色調整、濃度調整、コントラスト（階調）調整等の指示に応じて、ま
た、赤目補正処理における補正位置、色調整、濃度調整、コントラスト（諧調）調整等の
指示に応じて、画像処理条件の調整量を算出し、パラメータ統合部７０に供給するもので
ある。
【００６０】
　パラメータ統合部７０は、セットアップ部６６によって算出された画像処理の種類や内
容および画像処理条件等を受け取り、プレスキャン処理部５４およびファインスキャン処
理部５８の所定部位に設定し、さらに、キー補正部６８で算出された調整量等に応じて、
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各部位に設定された画像処理条件を設定する。
【００６１】
　前述のように、処理装置１４のプレスキャン処理部５４のディスプレイ信号変換部５６
で変換された画像データはディスプレイ２０に、ファインスキャン通常処理部５８のプリ
ンタ信号変換部６２で変換された画像データはプリンタ１６に、それぞれ送られる。
　プリンタ１６は、供給された画像データに応じて感光材料（印画紙）を露光して潜像を
記録するプリンタ（焼付装置）と、露光済の感光材料に所定の処理を施してプリントとし
て出力するプロセサ（現像装置）とを有する。
【００６２】
　プリンタでは、例えば、感光材料をプリント長に切断した後に、バックプリントを記録
し、次いで、Ｒ露光、Ｇ露光およびＢ露光の３種の光ビームを処理装置１４から出力され
た画像データに応じて変調して主走査方向に偏向すると共に、主走査方向と直交する副走
査方向に感光材料を搬送することにより、感光材料を２次元的に走査露光して潜像を記録
し、プロセサに供給する。感光材料を受け取ったプロセサは、発色現像、漂白定着、水洗
等の所定の湿式現像処理を行い、乾燥してプリントとし、フィルム１本分等の所定単位に
仕分して集積する。
【００６３】
　以下、図１に示すフォトプリンタ１０の作用を説明することにより、本発明の画像処理
方法について、より詳細に説明する。
【００６４】
　ネガフィルムＦからのプリント出力の際には、フィルムＦのプリント作成を行うオペレ
ータは、フィルムＦに応じたキャリアをスキャナ１２の所定位置に装着して、フィルムＦ
をキャリアにセットし、作成するプリントサイズ、画像関連情報として設定された種々の
情報、好ましくは、必要に応じて撮影シーンの情報等を入力し、またはその必要な指示や
選択や設定を入力した後に、プリント作成開始を指示する。
　これにより、スキャナ１２の可変絞り２４の絞り値等がプレスキャンの読取条件に応じ
て設定され、その後、キャリア３０がフィルムＦをプレスキャンの速度で副走査方向に搬
送して、前述のように所定の読取位置において、フィルムＦがスリット走査されて投影光
がイメージセンサ３４に結像し、フィルムＦに撮影された画像がＲ，ＧおよびＢに分解さ
れて光電的に読み取られる。
　また、キャリア３０によるフィルムの搬送の際に、フィルムＦに記録されたＤＸコード
や磁気情報が読み取られ、各種の処理装置１４に送られる。なお、この磁気情報から撮影
シーンの情報を読み取っても良い。
　以上の操作で得られた情報のうち、撮影シーンの情報を含む画像関連情報として設定さ
れた情報は、パラメータ統合部７０に送られる。
【００６５】
　なお、プレスキャンおよびファインスキャンは、１コマずつ行ってもよいし、全コマあ
るいは所定の複数コマずつ、連続的に行ってもよい。もしくは、プレスキャンを連続的に
全コマあるいは所定の複数コマずつ行い、ファインスキャンを１コマずつ、プレスキャン
より少ないコマずつ行ってもよい。以下では、説明を簡潔にするために、１コマずつプレ
スキャンおよびファインスキャンを行う場合を代表例として説明を行う。
【００６６】
　イメージセンサ３４からの出力は、アンプ３６で増幅され、Ａ／Ｄ変換器３８でデジタ
ル信号とされて、処理装置１４に送られ、データ処理部４６でオフセット補正等の所定の
処理を施された後、Ｌｏｇ変換器４８で変換されてデジタルの画像データとされ、プレス
キャンメモリ５０に記憶される。
【００６７】
　プレスキャンメモリ５０にプレスキャンデータが記憶されると、セットアップ部６６が
これを読み出し、前述のように、濃度ヒストグラムの作成や画像特徴量の算出を行い、そ
の結果から、可変絞り２４の絞り値等のファインスキャンの読取条件を設定し、スキャナ
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１２に送る。
　セットアップ部６６は、さらに濃度ヒストグラムおよび画像特徴量、オペレータによる
指示に応じて、そのコマ（画像）に実行する通常画像処理を選択し、その順番を決定し、
各々の通常画像処理の画像処理条件（信号変換条件）を算出する。設定された画像処理条
件は、パラメータ統合部７０に送られ、プレスキャン通常処理部５４およびファインスキ
ャン通常処理部５８の所定位置（ハードウエア）に設定される。
【００６８】
　検定を行う場合には、画像処理条件が、プレスキャン処理部５４に設定されると、プレ
スキャンメモリ５０からプレスキャンデータが読み出され、プレスキャン通常処理部５４
において設定された画像処理条件に応じて通常処理され、次いで、ディスプレイ信号変換
部５６に供給されて、ディスプレイ２０での表示に応じた表示用画像データに変換され、
プレスキャン画像がシミュレーション画像としてディスプレイ２０に表示される。
【００６９】
　オペレータは、ディスプレイ２０の表示画像を見て、画像の確認（検定）を行い、必要
に応じて、キーボード１８ａに設定された調整キー等を用いて、色、濃度、階調等の調整
等を行う。
　調整の信号は、キー補正部６８に送られる。キー補正部６８は入力に応じた画像処理条
件の補正量を算出し、これをパラメータ統合部７０に送る。パラメータ統合部７０は、送
られた補正量に応じて、プレスキャン処理部５４およびファインスキャン処理部５８で設
定した画像処理条件を補正する。従って、オペレータによる入力に応じて、ディスプレイ
２０に表示される画像も変化する。
【００７０】
　オペレータは、ディスプレイ２０に表示された画像が適正であると判定（検定ＯＫ）す
ると、キーボード１８ａ等を用いて、その旨を指示する。
　これにより、通常処理が確定し、ファインスキャンが開始され、スキャナ１２において
可変絞り２４の絞り値等が設定されたファインスキャンの読取条件に設定されると共に、
キャリア３０がファインスキャンの速度でフィルムＦを搬送する。
　なお、検定を行わない場合には、パラメータ統合部７０によるファインスキャン処理部
５８への画像処理条件の設定を終了した時点で処理が確定し、ファインスキャンが開始さ
れる。検定の有無は、モードとして選択可能にするのが好ましい。
【００７１】
　ファインスキャンは、読取条件が設定されたファインスキャンの読取条件となる以外は
プレスキャンと同様に行われ、イメージセンサ３４の出力信号はアンプ３６、Ａ／Ｄ変換
器３８で処理され、処理装置１４のデータ処理部４６で処理されて、Ｌｏｇ変換器４８で
ファインスキャンデータとされ、ファインスキャンメモリ５２に送られる。
　ファインスキャンデータがファインスキャンメモリ５２に送られると、ファインスキャ
ン処理部５８によって読み出され、条件設定部６４において確定した通常処理条件で通常
処理が施される。
【００７２】
　ファインスキャン処理部５８において通常処理が施された画像データは、特殊画像処理
部６０の赤目補正処理部７２に送られる。赤目補正処理部７２は、前述のように、画像内
に赤目現象が生じている領域がある場合、赤目となっている目の領域（瞳領域）を自動的
に検出し、瞳領域および赤目領域の位置情報を取得し、赤目補正が自動的に施される。画
像内に赤目現象が生じている瞳領域が検出されない場合も、画像データは赤目補正処理部
７２に送られるが、この場合、画像データには何の処理も施されない。
【００７３】
　検定を行う場合には、特殊画像処理部６０の赤目補正処理部７２に送られた出力画像デ
ータは、前述のディスプレイ信号変換部５６に送られ、画像がディスプレイ２０に表示さ
れる。オペレータは、ディスプレイ２０の表示画像を見て、画像の確認（検定）を行い、
必要に応じて、ディスプレイ２０の表示画像を見ながらキーボード１８ａに設定された調
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整キーやマウス１８ｂ等を用いて、前述のＧＵＩにより、赤目補正処理部７２で検出され
なかった、画像内の赤目現象が生じている目の領域について半自動赤目補正、または手動
で赤目補正を行う。この際、オペレータによる入力に応じて、ディスプレイ２０に表示さ
れる画像も変化する。オペレータは、このディスプレイ２０の表示画像を見て、赤目補正
が適正に行われ、画像が適正であると判定（検定ＯＫ）すると、キーボード１８ａ等を用
いて、赤目補正が適正に行われた旨を指示入力する。
　なお、検定および半自動または手動による赤目補正を行わない場合には、赤目自動補正
部７２における赤目自動補正処理が終了した時点で赤目補正処理が終了する。検定の有無
や、全自動赤目補正、半自動赤目補正または手動赤目補正等は、モードとして選択可能に
しておくのが好ましい。
【００７４】
　赤目補正処理部７２において赤目補正処理が施された画像は、キャッチライト処理部７
４に送られ、赤目補正処理された目の領域（瞳領域）に撮影シーンに応じたキャッチライ
トを生成する。この時、スキャナ１２においてフィルムＦから取得された撮影シーンの情
報は、パラメータ統合部７０から特殊画像処理部６０のキャッチライト処理部７４に送ら
れている。具体的には、キャッチライト処理部７４によるキャッチライトの生成は、赤目
補正処理において補正された画像内の瞳に相当する領域に、その中心が一致するように、
撮影シーンに応じた適切なキャッチライトパターンを付加することによって、あるいは、
赤目補正済瞳領域内のキャッチライトの状態を検出し、検出されたキャッチライトを撮影
シーンに応じて適切に強調し、または検出されたキャッチライトに撮影シーンに応じた適
切なキャッチライトパターンを付加することによって行われる。
【００７５】
　なお、赤目補正済瞳領域内のキャッチライトの状態を検出する場合には、さらに具体的
には、赤目処理において検出された画像内の瞳に相当する領域が、周囲と比べて明度の高
い画素を含んでいるか否かを判断することでキャッチライトが充分であるか否かが判断さ
れる。キャッチライトが不十分であると判断された場合、上述のように、キャッチライト
のコントラストを上げて、形状や色味を変えて、瞳領域内のキャッチライトが強調される
か、画像内の瞳領域に適切なキャッチライトパターンが付加される。これらの画像処理は
自動的に行われてもよく、また、オペレータがディスプレイ２０を見ながら操作系１８を
用いてＧＵＩにて処理を行う、手動による処理を行ってもよい。
【００７６】
　キャッチライト処理部７４で所定の処理が施された画像は、プリンタ信号変換部６２に
送られて出力用の画像データに変換され、プリンタ１６に出力されてこの画像データを再
生したプリントが作成される。
【００７７】
　本発明の画像処理装置においては、出力用の画像データは、プリンタ１６のみならず、
フロッピー（登録商標）ディスク、ＭＯディスク（磁気記録ディスク）、ＣＤ－Ｒ等の各
種の記憶媒体に出力して、画像ファイルとしてもよい。
【００７８】
　以上、本発明の画像処理装置について詳細に説明したが、本発明は上記実施例に限定は
されず、本発明の要旨を逸脱しない範囲において、各種の改良および変更を行ってもよい
のはもちろんである。
【図面の簡単な説明】
【００７９】
【図１】本発明の画像処理装置を利用するデジタルフォトプリンタの一実施例のブロック
図である。
【図２】（ａ）は図１に示されるデジタルフォトプリンタに装填されるスキャナの概念図
を、（ｂ）は図１に示されるデジタルフォトプリンタに配置されるイメージセンサの概念
図を、それぞれ示す。
【図３】図１に示されるデジタルフォトプリンタの画像処理装置の一実施例のブロック図
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【図４】（ａ）～（ｄ）は、本発明の画像処理装置で用いられるキャッチライトパターン
の形状を示す概略図である。
【符号の説明】
【００８０】
　　１０　（デジタル）フォトプリンタ
　　１２　スキャナ
　　１４　画像処理装置
　　１６　プリンタ
　　１８　操作系
　　２０　ディスプレイ
　　２２　光源
　　２４　可変絞り
　　２８　拡散ボックス
　　３０　キャリア
　　３２　結像レンズユニット
　　３４　イメージセンサ
　　３６　アンプ
　　３８　Ａ／Ｄ変換器
　　４２　磁気ヘッド
　　４４　コードリーダ
　　４６　データ処理部
　　４８　Ｌｏｇ変換器
　　５０　プレスキャン（フレーム）メモリ
　　５２　ファインスキャン（フレーム）メモリ
　　５４　プレスキャン画像処理部
　　５６　ディスプレイ信号変換部
　　５８　ファインスキャン画像処理部
　　６０　特殊画像処理部
　　６２　プリンタ信号変換部
　　６４　条件設定部
　　６６　セットアップ部
　　６８　キー補正部
　　７０　パラメータ統合部
　　７２　赤目補正処理部
　　７４　キャッチライト処理部
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