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(57)【要約】
【課題】
現像処理時間の短縮を実現すると共に、使用者の希望す
るファイルを効率よく現像する画像処理装置及び画像処
理プログラムを提供する。
【解決手段】
画像調整モードと画像表示モードを有し、１又は複数の
画像を表示する画面に対して、使用者の操作を指示する
ための入力手段と、画像調整モードに対して入力手段に
より指示された処理を表示されている画像に実行する第
１実行手段と、画像表示モードに対して入力手段により
画像表示モード時に表示された画像が選択されたか判別
する判別手段と、判別手段にて選択されたと判別された
画像に処理を実行する第２実行手段と、を備え、第２実
行手段は第１実行手段のバックグラウンド処理であるこ
とを特徴とする画像信号処理装置
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　画像調整モードと画像表示モードを有し、
　１又は複数の画像を表示する画面に対して、使用者の操作を指示するための入力手段と
、
　前記入力手段により前記画像表示モード時に表示された画像が選択されたか判別する判
別手段と、
　前記画像表示モードに対して、
　前記判別手段にて選択されたと判別された前記画像に処理を実行する第２実行手段と、
　前記第２実行手段による処理済みの画像を表示装置へ表示することで前記画像調整モー
ドへ切り替える表示制御部と、
　前記画像調整モードに対して、
を備え、
　前記第２実行手段は前記第１実行手段のバックグラウンド処理であることを特徴とする
画像信号処理装置。
【請求項２】
　前記第２実行手段は、前記入力手段の入力軌跡と前記複数画像表示モード時に表示され
ていた画像とが交わったのが早い画像から順番に前記処理を実行することを特徴とする請
求項１に記載の画像信号処理装置。
【請求項３】
　前記第２実行手段は、前記入力手段に一定時間変化が見られない場合、その時点での前
記入力手段の現在座標と前記複数画像表示モード時に表示されている画像の座標とのマン
ハッタン距離を求め、マンハッタン距離の短い画像から順番に前記処理を実行することを
特徴とする請求項１に記載の画像信号処理装置。
【請求項４】
　前記第２実行手段は、使用者の操作に依存しない処理を実行することを特徴とする請求
項１から請求項３のいずれかに記載の画像信号処理装置。
【請求項５】
　請求項１から請求項４のいずれかに記載の画像信号処理装置の処理方法
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、デジタルカメラやデジタルビデオカメラなどで撮影して得られたＲＡＷデー
タに対する画像信号処理に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　近年、デジタルカメラやデジタルビデオカメラなどで撮影をした場合、撮像センサが光
から画像信号へ変換した画像信号データを設定された条件で現像処理行いＪＰＥＧなどに
符号化した後、所定の記憶媒体にファイルとして記憶することが行われる。
【０００３】
　しかし、現像処理を行った後の符号化は、一般的な画像ファイル形式であるＪＰＥＧ画
像ファイルに変換した場合、ＪＰＥＧ画像ファイルは、非可逆符号化である。従って、撮
影時の画像信号データから何らかの情報が失われたものとなる。また、撮影者が画像を再
調整する場合も、ＪＰＥＧ画像ファイルとなってしまっては、情報が失われているために
撮影者の意図を反映した細かな調整まで行うことができない。
【０００４】
　そこで、このような要望に応えるため、撮像センサで得られた画像信号データそのまま
、又は可逆圧縮して記憶媒体に記憶することで、撮影者がＰＣ上で従来デジタルカメラ内
にて行っていた現像処理を行うことが可能となる。このような撮像センサが光から変換し
たそのままの画像信号データや可逆圧縮した画像信号データは一般的にＲＡＷデータと呼
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ばれる。このような撮像センサが光から変換したそのままの画像信号データや可逆圧縮し
たＲＡＷデータは、情報が失われていないため撮影者の意図を反映した細かな調整を行う
ことが可能となる。
【０００５】
　しかし、ＲＡＷデータをＰＣ上で現像処理を行う場合、撮影時の光源情報に応じて、画
素の補間処理やホワイトバランス処理、露出時間やシャッタースピードやズーム位置など
撮影者が設定した条件に従って輝度調整、色調整、シャープネス処理などを行うことが必
要となる。
【０００６】
　これら調整や処理である現像処理は、全画素に対して行う必要がある。近年のデジタル
カメラの撮像素子の画素数は、１０００万画素を超えるのが普通であり、上記現像処理を
開始してから完了するまでに、多くの時間を必要とする。
【０００７】
　また、ＲＡＷデータの現像処理を行う際には２つの工程がある。ユーザーの操作が必要
ない工程とユーザーによるパラメータの追い込み作業を繰りかえす工程である。前者の工
程は、その特性からパラメータの追い込み開始前にあらかじめ処理を行っておくことが可
能である。
【０００８】
　前述した現像処理のうち前者の工程は、カメラ内で行うことが可能である。しかし、カ
メラ内で可能な処理には制約がある。従って、前述したように現像処理にはある程度の時
間を要する。一方ＰＣではカメラ以上に複雑な演算が一般的には可能である。よって、カ
メラ内で行うよりも処理能力の高いＰＣなどで行う方が望ましい。
【０００９】
　カメラよりも処理能力の高いＰＣとはいえ、現像処理に時間を要することには変わりな
い。使用者が現像処理を行いたいＲＡＷファイルは、撮影されたＲＡＷファイルの一部で
あるにも関わらず、撮影した全てのＲＡＷデータを逐一現像処理するようでは、撮影に失
敗したＲＡＷファイルなどが現像処理に含まれてしまい、使用者は現像処理が終わるまで
待たされ、好ましくない。
【００１０】
　処理の対象を効果的に絞るため、使用者の好みをなるべくユーザーの負担を重くしない
形式で判別する技術も存在する。特許文献１に開示される技術では、使用者の好みをポイ
ンティングデバイスがたどる軌跡により反映することができる。例えば、ポインティング
デバイスの第１の軌跡により印刷対象とするオブジェクトを選択し、第２の軌跡により印
刷の枚数を決定する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１１】
【特許文献１】特開２０１０－１２２９８５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１２】
　しかし、特許文献１の技術においては、複数回にわたり軌跡を描画し指定する必要があ
ったり、第１の軌跡及び第２の軌跡の形状が数字などの特定のパターンと一致するか処理
システムに判別させる必要があるため、使用者の思った通りに動作させるためにはデバイ
スの操作に煩雑さが残るという課題があった。
【００１３】
　本発明はこのような状況に鑑みてなされたものであり、現像処理時間の短縮を実現する
と共に、使用者の希望するファイルを効率よく現像する画像処理装置及び画像処理プログ
ラムを提供することを目的とする。
【００１４】
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　上記課題を解決するための手段である第１の発明は、画像調整モードと画像表示モード
を有し、１又は複数の画像を表示する画面に対して、使用者の操作を指示するための入力
手段と、前記画像調整モードに対して前記入力手段により指示された処理を表示されてい
る画像に実行する第１実行手段と、前記画像表示モードに対して前記入力手段により前記
画像表示モード時に表示された画像が選択されたか判別する判別手段と、前記判別手段に
て選択されたと判別された前記画像に処理を実行する第２実行手段と、を備え、前記第２
実行手段は前記第１実行手段のバックグラウンド処理であることを特徴とする画像信号処
理装置である。
【００１５】
　また、上述の課題を解決するための手段である第２の発明は、前記第２実行手段は、前
記入力手段の入力軌跡と前記複数画像表示モード時に表示されていた画像とが交わったの
が早い画像から順番に前記処理を実行することを特徴とする第１の発明に記載の画像信号
処理装置である。
【００１６】
　また、上述の課題を解決するための手段である第３の発明は、前記第２実行手段は、前
記入力手段に一定時間変化が見られない場合、その時点での前記入力手段の現在座標と前
記複数画像表示モード時に表示されている画像の座標とのマンハッタン距離を求め、マン
ハッタン距離の短い画像から順番に前記処理を実行することを特徴とする第１の発明に記
載の画像信号処理装置である。
【００１７】
　また、上述の課題を解決するための手段である第４の発明は、前記第２実行手段は、使
用者の操作に依存しない処理を実行することを特徴とする第１から第３の発明のいずれか
に記載の画像信号処理装置である。
【００１８】
　また、上述の課題を解決するための手段である第５の発明は、第１から第４の発明いず
れかに記載の画像信号処理装置の処理方法である。
【発明の効果】
【００１９】
　本発明によれば、現像処理時間の短縮を実現すると共に、使用者の希望するファイルを
効率よく現像する画像処理装置及び画像処理プログラムを提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】本願実施例に係る画像信号処理装置のハードウェア構成図
【図２】ＣＰＵ１００の構成図
【図３】表示装置１０５の表示状態を示す図であり（ａ）一覧表示状態、（ｂ）画像調整
状態を示す
【図４】本願実施例に係る現像処理全体のフローチャート
【図５】図４のステップ＃２に示す現像処理の流れを示すフローチャート
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　以下、添付の図面に従って、本発明を実施するための最良の形態について説明する。な
お、この実施の形態により本発明が限定されるものではない。
【００２２】
　図１は、本願発明の実施例に係わる画像信号処理装置のハードウェア構成の一例を示す
図である。また、本発明の現像処理は、欠陥画素の補正や色ムラ補正といった使用者の操
作が必要のない処理を行う事前工程とトーン調整や色調整といった使用者がパラメータを
調整して追い込み作業が必要な調整工程の２工程からなる。
【００２３】
　信号処理装置１０は、ＣＰＵ１００、ＲＯＭ１０１、ＲＡＭ１０２、記憶装置１０３、
ポインティングデバイス１０４、表示装置１０５をハードウェアの構成として備える。ま
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た、各部は、バス１０６を介して接続される。
【００２４】
　ＣＰＵ１００は、記憶装置１０３などに格納されたプログラムに従って、各入出力の制
御やデータの処理などを行う。
【００２５】
　ＲＯＭ１０１は、基本Ｉ／Ｏプログラムや各種データを記憶する。
【００２６】
　ＲＡＭ１０２は、ＣＰＵ１００のメモリとして機能する。具体的には、演算結果やデー
タを一時的に記憶するのに用いられる。
【００２７】
　記憶装置１０３は、ＨＤＤやＳＳＤなどで構成される。ＯＳやポインティングデバイス
１０４の軌跡処理プログラムといったプログラムを記憶する。
【００２８】
　ポインティングデバイス１０４は、ペンやマウスを用いて行われる。また、指により直
接行われてもよい。これらにより使用者から指示された位置の座標値を検出し、座標位置
を入力する。また、ポインティングデバイス１０４により入力される座標値列により入力
軌跡が形成される。入力軌跡は、現像処理対象となる画像や動画といった電子データを選
択するために入力される。
【００２９】
　表示装置１０５は、各種画面を表示する。表示装置１０５は、１又は複数の電子データ
を表示する画像が表示される。使用者は、ポインティングデバイス１０４を操作すること
で当該画面上から現像処理対象とする画像や動画など電子データを選択することが可能と
なる。
【００３０】
　次に、図２を用いて、ＣＰＵ１００にて実行される機能について説明する。尚、これら
の各処理機能の一部又はすべては記憶装置１０３などに記憶されたプログラムがＣＰＵ１
００にて実行されることにより実現される。
【００３１】
　ＣＰＵ１００は、機能的な構成として、軌跡判定部１００１、選択部１００２、第１処
理実行部１００３、第２処理実行部１００４、表示制御部１００５とで構成されている。
【００３２】
　軌跡判定部１００１は、使用者によりポインティングデバイス１０４の操作などにより
入力された軌跡である座標値を記憶する。次に、電子データのサムネイル画像（以下、サ
ムネイル画像）の位置と記憶した座標値から電子データが選択されたか判定する。具体的
な判定方法は後述する。
【００３３】
　選択部１００２は、軌跡判定部１００１により、選択されたと判定された電子データを
一時的にＲＡＭ１０２などに記憶する。
【００３４】
　第１処理実行部１００３は、軌跡判定部１００１により選択されたと判定された電子デ
ータの中の１枚について、使用者のパラメータ調整を反映させて、現像処理を行う。つま
り、現像処理のうちトーン調整や色調整といった使用者のパラメータ調整が可能な調整工
程の処理を対象となるＲＡＷデータへ施す。
【００３５】
　第２処理実行部１００４は、軌跡判定部１００１により選択されたと判定された電子デ
ータのうち第１処理実行部１００３にて現像処理を行っているＲＡＷデータ以外のＲＡＷ
データについて、現像処理のうち欠陥画素調整や色ムラ補正といった使用者によるパラメ
ータの調整が不要な事前工程を行う。
【００３６】
　表示制御部１００５は、表示装置１０５に表示する各種画面を制御することで、使用者
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に情報を提示する。具体例として、使用者がＲＡＷデータを選択する際にＲＡＷデータ一
覧として表示され、ポインティングデバイス１０４などを操作することで使用者は選択す
ることが可能となり、使用者の選択が終了したと判定された後、現像処理をおこなうＲＡ
Ｗデータに表示を切り替える制御を行う。また、第１処理実行部１００３が使用者の選択
したＲＡＷデータに対して現像処理を行う際、使用者が調整したパラメータを反映したＲ
ＡＷデータを表示する。
【００３７】
　また、現像工程を完了し記憶装置１０３などに保存されている画像データを、使用者の
操作によってプレビューする際、再度表示装置１０５へ表示するなどの制御を行うことも
可能である。
【００３８】
　次に図３～図５を用いて、図１に示す信号処理装置１０における動作の一例を説明する
。具体的には、図３（ａ）に示すようにサムネイル画像一覧表示状態から現像処理する電
子データを使用者が指定した後、図３（ｂ）に示すように、その中の１枚を使用者が画質
調整のために調整工程実施時に、バックグラウンド処理にてその他の指定電子データに順
次事前工程を施す動作を説明する。尚、本実施例では撮像センサから得られたＲＡＷデー
タを電子データと呼び、電子データに現像工程を施したあとを画像データとする。
【００３９】
　始めに、図３を用いて、（ａ）一覧表示状態と（ｂ）画像調整状態を説明する。尚、本
図面の（ａ）一覧表示状態において、図３（ａ）中に表示された個々の矩形はサムネイル
画像を示し、電子データ一番左上から始まる線は、ポインティングデバイス１０４の軌跡
である。
【００４０】
　図３（ａ）は、サムネイル画像が、一覧表示された状態である。具体的には、使用者が
電子データを現像処理するために現像処理のためのプログラムを立ち上げ、サムネイル画
像が一覧として表示されている状態である。
【００４１】
　また、図３（ｂ）は、画像調整を行っている状態である。図３（ａ）の一覧表示状態か
ら指定された電子データの１つであり、事前工程が終わり、使用者が各パラメータを調整
することで電子データに対して調整工程を行っている状態である。この時、指定された他
の電子データは、バックグラウンド処理にて順次事前工程を行っている。
【００４２】
　次に、図４のフローチャートを用いて、本願発明の流れを説明する。使用者が、電子デ
ータを処理するために現像処理のためのプログラムを立ち上げ、サムネイルが一覧として
表示された後の処理について説明する。この時、表示装置１０５は、図３（ａ）の状態で
ある。
【００４３】
　ステップ＃１では、使用者のポインティングデバイス１０４を用いて入力された図３（
ａ）中の軌跡をＲＡＭ１０２に記憶する。選択部１００２は、記憶した軌跡と表示装置１
０５に表示されているサムネイル一覧との座標値を比較し、使用者が選択した電子データ
を特定する。
【００４４】
　選択部１００２は、ＲＡＭ１０２に記憶した軌跡が、各サムネイルの座標値上を通過し
ていた場合、当該電子データは選択されたと判別する。
【００４５】
　図３（ａ）の一覧表示された図面を用いて説明すると、ポインティングデバイス１０４
の軌跡は、電子データ一覧の左側一番上から右側一番目と二番目の間で上から二番目の位
置にポインタ移動するまでの軌跡が描かれている。この時、軌跡と交わったサムネイルの
電子データを軌跡判定部１００１は選択されたと判定する。選択されたサムネイルは、使
用者にわかりやすいように着色してある。
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【００４６】
　また、他にもポインティングデバイス１０４が一定時間移動しない場合、表示装置１０
５に表示されるポイントの留まった地点とサムネイルの中心座標値とのマンハッタン距離
が短いものから順番に選択されたものとする。具体的には、図３（ａ）の軌跡の終点でポ
インティングが留まった場合、ポインティングが最も近い右側から二番目で一番上のサム
ネイルが選択されたこととなる。この時、一定距離範囲内又は選択する電子データの数の
上限を決めておくなどしてもよい。さらには、マンハッタン距離の短いものから順に選択
したものとしてもよい。
【００４７】
　それ以外にも、過去に事前工程を行った電子データに関する情報から選択してもよい。
電子データの元であるＲＡＷファイルのレーティング、マークの有無、ラベルなどの属性
情報を学習しておき、次に処理する電子データを決定する。さらには、使用者がポインテ
ィングデバイス１０４を操作し、選択する各電子データ上でクリックするといった一般的
な選択方法を用いてもよいことは言うまでもない。前述したように使用者による電子デー
タの選択が完了した後、ステップ＃２へ進む。
【００４８】
　電子データの選択の完了として、使用者が電子データのない場所をダブルクリックした
り、図示されていないが電子データ選択終了ボタンなどを設けてもいいことは言うまでも
ない。
【００４９】
　また、この時いずれの方法を用いて電子データを選択したとしても、使用者が最初に選
択した電子データから順に現像処理の事前工程を開始し、完了し次第順次選択された電子
データの現像処理の事前工程を行う。
【００５０】
　但し、使用者が電子データを選択する際に、特定の電子データの選択時にダブルクリッ
クなどをするなどして、他の選択した電子データとの差別化を行うことで、使用者が選択
した電子データ順でなく割り込みで事前工程を行うことなどとしてもよい。
【００５１】
　ステップ＃２は、現像処理を行う。現像処理については、図５のフローチャートを用い
て詳細に説明する。
【００５２】
　ステップ＃２０では、ステップ＃１にて開始した第２処理実行部１００４が現像処理の
事前工程の完了している電子データの有無を確認する。存在する場合、ステップ＃２２へ
進む。存在しない場合、ステップ＃２１へ進む。
【００５３】
　ステップ＃２１では、ステップ＃１にて開始した第２処理実行部１００４が行う現像処
理の事前工程が完了するまで待つ。
【００５４】
　ステップ＃２２では、第２処理実行部１００４にて現像処理の事前工程が完了している
電子データを表示装置１０５へ表示する。つまり、図３（ａ）のような電子データの一覧
表示状態から、図３（ｂ）のような特定の電子データを表示制御部１００５が拡大表示へ
と切り替える。その結果、使用者は新たに表示された電子データに対してパラメータの変
更といった画像調整を行うことが可能となる。ステップ＃２３へ進む。
【００５５】
　なお、ステップ＃２２は、ステップ＃１にて入力軌跡を記憶してから、初回の場合は、
上述したように図３（ａ）に示す電子データの一覧表示から図３（ｂ）に示す各電子デー
タの拡大表示へと切り替えとなる。一方、ステップ＃２６を経て、２回目以降のステップ
＃２２での処理は、図３（ｂ）に示す電子データの拡大表示をステップ＃１にて記憶した
入力軌跡に沿った順に表示順序の切り替えとなる。
【００５６】
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　拡大表示させる順番は、ステップ＃１で行った選択の順序が想定される。それ以外でも
問題ないことは言うまでもない。
【００５７】
　ステップ＃２３では、ステップ＃２２にて表示装置１０５に表示された図３（ｂ）に示
すような拡大表示されている電子データの画像に対して、使用者によってトーン調整や色
調整といった現像処理における調整工程についての各パラメータが調整される。ステップ
＃２４へ進む。
【００５８】
　具体的には、図３（ｂ）の大半を占める画像について、図中右側に表示されるスライダ
を使用者がポインティングデバイス１０４などを用いて調整することで、表示装置１０３
に表示された画像とともに右側上部に位置するヒストグラムにも変更が反映され、使用者
は画像の現像処理の調整の参考とする。なお、使用者によってスライダが変更されること
で実際に電子データの画像への演算や表示装置１０５へ調整が反映されるのは、以降のス
テップにて各々の処理が施されてからとなる。
【００５９】
　ステップ＃２４では、ステップ＃２３での使用者によって調整されたパラメータの変更
を受けてＣＰＵ１００内の第１処理実行部１００３が電子データに対して変更を演算する
。ステップ＃２５へ進む。
【００６０】
　ステップ＃２５では、表示制御部１００５は演算結果を反映した電子データを表示する
ために表示装置１０５を制御する。使用者は、表示装置１０５に表示された電子データを
確認し、結果に満足すればステップ＃２６へ進み、満足せずに再度パラメータの調整を行
う場合は、ステップ＃２３へと進む。なお、本ステップにて使用者によって調整された電
子データは、現像工程を終了し記憶装置１０３などに画像データとして保存される。
【００６１】
　ステップ＃２６では、ステップ＃２７にて第２処理実行部１００４が現像処理の事前工
程の完了している電子データの有無を確認する。存在した場合は、ステップ＃２２へ進み
、存在しない場合は、現像処理ステップを終了する。
【００６２】
　ステップ＃２７では、ステップ＃１にて使用者によって選択され、さらにステップ＃２
にて拡大表示された電子データ以外の電子データに対して、現像処理の事前工程を第２処
理実行部１００４が順次行う。
【００６３】
　ステップ＃２８では、電子データへ第２処理実行部１００４が現像処理の事前工程が未
処理の電子データが存在しないか確認する。未処理の電子データが存在する場合は、ステ
ップ＃２７へ進む。存在しない場合は、ＲＥＴＵＲＮへ進む。
【００６４】
　ステップ＃２の現像処理では、現像処理の調整工程を行っているステップ＃２２～＃２
６と、現像処理の事前工程を行うステップ＃２７～＃２８とは、並行して進捗する。つま
り、使用者から見るとステップ＃２２～＃２６の現像処理の調整工程をしている間に、バ
ックグラウンド処理によって異なる電子データの現像処理の事前工程をステップ＃２７～
＃２８が進行していることになる。
【００６５】
　また、ステップ＃２７で第２処理実行部１００４が電子データへ事前工程を行う順序は
、ステップ＃１にて、選択部１００２が選択されたと判別した順序となる。
【００６６】
　本願発明の本実施例では、現像処理を事前工程と調整工程の２つの工程からなり、欠陥
画素の補正や色ムラ補正を事前工程、トーン調整や色調整を調整工程の例示をしたが、こ
れ以外の処理を行っても問題ない。具体的には、ユーザーの操作が必要のない処理を事前
工程とし、使用者によるパラメータの追い込み作業を繰り返す工程を調整工程としてもよ
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【００６７】
　以上、ステップ＃２６とステップ＃２８の両ステップ共に第２処理が未処理の電子デー
タがないことが確認できると、ステップ＃１にて使用者が選択したすべての現像処理を行
いたい電子データは、現像工程を経て画像データとなり、記憶装置１０３などに保存され
ることとなる。
【符号の説明】
【００６８】
１０　　　　信号処理装置
１００　　　ＣＰＵ
１０１　　　ＲＯＭ
１０２　　　ＲＡＭ
１０３　　　記憶装置
１０４　　　ポインティングデバイス
１０５　　　表示装置
１０６　　　バス
１００１　　軌跡判定部
１００２　　選択部
１００３　　第１処理実行部
１００４　　第２処理実行部
１００５　　表示制御部

【図１】

【図２】

【図３（ａ）】

【図３（ｂ）】
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