
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　画像をドットマトリクス状の画素で表現した画像データを取得する画像データ取得手段
と、
　同取得した画像データから各画素の輝度成分を取得する輝度成分取得手段と、
　輝度成分が取りうる数値範囲を複数の値域に分割し輝度成分がそれぞれの値域に含まれ
る画素の数が全画素数に占める分布割合を算出する際、上記取得した画像データの各画素
について輝度成分が所定値より大きな画素についてその画素の輝度成分より大きな輝度成
分値になるように補正し、輝度成分が所定値より小さな画素についてその画素の輝度成分
より小さな輝度成分値になるように補正して上記分布割合を算出する分布割合算出手段と
、
　予め決定された特定種類の画像における上記分布割合と上記取得した画像について算出
した分布割合との類似度を判定する類似度判定手段と、
　同類似度判定手段によって上記分布割合が類似していると判定されたときに上記取得し
た画像データの画像を上記特定種類であると判定するとともに、判定の際、上記取得した
画像データの画像を周縁部の所定領域とその内側に位置する所定領域とに分割し、各領域
に属する画素の輝度成分の平均値を算出して、当該平均値が最大となる領域が上記内側に
位置する所定領域である場合には当該画像について特定種類であるとの判定を行わない画
像種類判定手段とを具備することを特徴とする画像処理装置。
【請求項２】
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　特定種類の画像における輝度のヒストグラムは、所定輝度以上であって最高輝度を含む
値域でスパイク状のピークを有し、所定輝度以下の値域に大きなピークを有しており、こ
れらの輝度の間の中輝度の分布数が所定値以下となっており、逆光画像の分布となってい
ることを特徴とする上記請求項１に記載の画像処理装置。
【請求項３】
　上記分布割合算出手段は、上記算出された輝度成分のヒストグラムを算出するとともに
当該輝度成分が取りうる数値範囲を複数の値域に分割して各値域の分布割合を算出するこ
とを特徴とする上記請求項１または請求項２のいずれかに記載の画像処理装置。
【請求項４】
　上記分布割合算出手段は、特定種類の画像としての逆光画像における略９割の画素が最
低輝度値域およびその隣の値域内に存在し、略１割の画素が最高輝度値域内に存在するよ
うに値域の分割を行うことを特徴とする上記請求項１～請求項３のいずれかに記載の画像
処理装置。
【請求項５】
　特定種類の画像における上記最低輝度値域の分布割合は、その隣の値域の分布割合より
大きいことを特徴とする上記請求項４に記載の画像処理装置。
【請求項６】
　上記分布割合算出手段は輝度成分が取りうる数値範囲を５個の値域に略等分割し、上記
特定種類の画像における上記分布割合の比はこの分割された値域の低輝度側から順に５：
４：０：０：１であることを特徴とする上記請求項１～請求項５のいずれかに記載の画像
処理装置。
【請求項７】
　上記分布割合算出手段は輝度成分が取りうる数値範囲を５個の値域に略等分割し、上記
特定種類の画像における上記分布割合の比をこの分割された値域の低輝度側から順にＡ：
Ｂ：Ｃ：Ｄ：Ｅとしたときに４ .７≦Ａ≦５ .８，３ .３≦Ｂ≦４ .０，０ .０≦Ｃ≦０ .３，
０ .０≦Ｄ≦０ .２，０ .６≦Ｅ≦１ .０（但しＡ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ＋Ｅ＝１０）であることを特
徴とする上記請求項１～請求項６のいずれかに記載の画像処理装置。
【請求項８】
　上記類似度判定手段は、上記取得した画像における分布割合を成分としたベクトルと上
記特定種類の画像における分布割合を成分としたベクトルとの内積を両ベクトルの大きさ
の積で除して得られる値の大きさで類似度を判定することを特徴とする上記請求項１～請
求項７のいずれかに記載の画像処理装置。
【請求項９】
　上記類似度判定手段は、得られた値が所定のしきい値より大きい場合に分布割合が類似
していると判定することを特徴とする上記請求項８に記載の画像処理装置。
【請求項１０】
　上記画像種類判定手段は、上記平均値が最大となる領域が上記内側に位置する所定領域
である画像について上記類似度判定手段における上記ベクトルの内積を両ベクトルの大き
さの積で除して得られる値を負の値にすることを特徴とする請求項８または請求項９のい
ずれかに記載の画像処理装置。
【請求項１１】
　画像をドットマトリクス状の画素で表現した画像データを取得する画像データ取得工程
と、
　同取得した画像データから各画素の輝度成分を取得する輝度成分取得工程と、
　輝度成分が取りうる数値範囲を複数の値域に分割し輝度成分がそれぞれの値域に含まれ
る画素の数が全画素数に占める分布割合を算出する際、上記取得した画像データの各画素
について輝度成分が所定値より大きな画素についてその画素の輝度成分より大きな輝度成
分値になるように補正し、輝度成分が所定値より小さな画素についてその画素の輝度成分
より小さな輝度成分値になるように補正して上記分布割合を算出する分布割合算出工程と
、
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　予め決定された特定種類の画像における上記分布割合と上記取得した画像について算出
した分布割合との類似度を判定する類似度判定工程と、
　同類似度判定手段によって上記分布割合が類似していると判定されたときに上記取得し
た画像データの画像を上記特定種類であると判定するとともに、判定の際、上記取得した
画像データにおける画像を周縁部の所定領域とその内側に位置する所定領域とに分割し、
各領域に属する画素の輝度成分の平均値を算出して、当該平均値が最大となる領域が上記
内側に位置する所定領域である場合には当該画像について特定種類であるとの判定を行わ
ない画像種類判定工程とを具備することを特徴とする画像処理方法。
【請求項１２】
　画像をドットマトリクス状の画素で表現した画像データを所定の記憶容量から取得し、
当該画像データを分析することによって画像の種類を判定する画像処理プログラムを記録
した媒体であって、
　同取得した画像データから各画素の輝度成分を取得する輝度成分取得機能と、
　輝度成分が取りうる数値範囲を複数の値域に分割し輝度成分がそれぞれの値域に含まれ
る画素の数が全画素数に占める分布割合を算出する際、上記取得した画像データの各画素
について輝度成分が所定値より大きな画素についてその画素の輝度成分より大きな輝度成
分値になるように補正し、輝度成分が所定値より小さな画素についてその画素の輝度成分
より小さな輝度成分値になるように補正して上記分布割合を算出する分布割合算出機能と
、
　予め決定された特定種類の画像における上記分布割合と上記取得した画像について算出
した分布割合との類似度を判定する類似度判定機能と、
　同類似度判定手段によって上記分布割合が類似していると判定されたときに上記取得し
た画像データの画像を上記特定種類であると判定するとともに、判定の際、上記取得した
画像データにおける画像を周縁部の所定領域とその内側に位置する所定領域とに分割し、
各領域に属する画素の輝度成分の平均値を算出し、当該平均値が最大となる領域が上記内
側に位置する所定領域である場合には当該画像について特定種類であるとの判定を行わな
い画像種類判定機能とをコンピュータに実現させることを特徴とする画像処理プログラム
を記録した媒体。
【請求項１３】
　画像をドットマトリクス状の画素で表現した画像データを所定の記憶容量から取得し、
当該画像データを分析することによって画像の種類を判定する画像処理プログラムであっ
て、
　画像をドットマトリクス状の画素で表現した画像データを取得する画像データ取得機能
と、
　同取得した画像データから各画素の輝度成分を取得する輝度成分取得機能と、
　輝度成分が取りうる数値範囲を複数の値域に分割し輝度成分がそれぞれの値域に含まれ
る画素の数が全画素数に占める分布割合を算出する際、上記取得した画像データの各画素
について輝度成分が所定値より大きな画素についてその画素の輝度成分より大きな輝度成
分値になるように補正し、輝度成分が所定値より小さな画素についてその画素の輝度成分
より小さな輝度成分値になるように補正して上記分布割合を算出する分布割合算出機能と
、　予め決定された特定種類の画像における上記分布割合と上記取得した画像について算
出した分布割合との類似度を判定する類似度判定機能と、
　同類似度判定手段によって上記分布割合が類似していると判定されたときに上記取得し
た画像データの画像を上記特定種類であると判定するとともに、判定の際、上記取得した
画像データにおける画像を周縁部の所定領域とその内側に位置する所定領域とに分割し、
各領域に属する画素の輝度成分の平均値を算出し、当該平均値が最大となる領域が上記内
側に位置する所定領域である場合には当該画像について特定種類であるとの判定を行わな
い画像種類判定機能とをコンピュータに実現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】
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【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は、画像処理装置、画像処理方法、画像処理プログラムを記録した媒体および画
像処理プログラムに関する。
【０００２】
【従来の技術】
　近年、インクジェットプリンタやディジタルカメラの性能向上に伴って、一般家庭で銀
塩写真と同等の画質のプリントアウトが得られるようになった。ここでのプリント対象は
ディジタル画像であり、ディジタル画像はレタッチが容易なことから画質向上のためにフ
ォトレタッチソフトウェアやプリンタドライバ等で種々の修正を行うのが通常である。し
かし、このレタッチにはある程度の習熟が必要であることから、各種の自動レタッチが実
現されている。
【０００３】
　ディジタル画像はレタッチが容易であるから、例えば逆光状態で撮影した画像に対して
明度補正を実施し、非逆光画像であるかのように修正することも可能である。この場合、
レタッチの自動化という意味では、レタッチ前にレタッチ対象の画像が逆光画像であるの
か非逆光画像であるのかを判定する必要があり、従来の画像処理装置においては画像の特
徴量を抽出し、当該特徴量を分析することによって逆光・非逆光を判定している。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
　自動で逆光画像の明度補正を行う際に、レタッチ対象画像が逆光であるか否かの判定を
誤ってしまうと適切な明度補正をすることができない。
本発明は、上記課題にかんがみてなされたもので、高精度に逆光画像であるか否かを判定
することが可能な画像処理装置、画像処理方法、画像処理プログラムを記録した媒体およ
び画像処理プログラムの提供を目的とする。
【０００５】
【課題を解決するための手段】
　上記目的を達成するため、請求項１にかかる発明は、画像をドットマトリクス状の画素
で表現した画像データを取得する画像データ取得手段と、同取得した画像データから各画
素の輝度成分を取得する輝度成分取得手段と、輝度成分が取りうる数値範囲を複数の値域
に分割し輝度成分がそれぞれの値域に含まれる画素の数が全画素数に占める分布割合を算
出する際、上記取得した画像データの各画素について輝度成分が所定値より大きな画素に
ついてその画素の輝度成分より大きな輝度成分値になるように補正し、輝度成分が所定値
より小さな画素についてその画素の輝度成分より小さな輝度成分値になるように補正して
上記分布割合を算出する分布割合算出手段と、予め決定された特定種類の画像における上
記分布割合と上記取得した画像について算出した分布割合との類似度を判定する類似度判
定手段と、同類似度判定手段によって上記分布割合が類似していると判定されたときに上
記取得した画像データの画像を上記特定種類であると判定するとともに、判定の際、上記
取得した画像データにおける画像を周縁部の所定領域とその内側に位置する所定領域とに
分割し、各領域に属する画素の輝度成分の平均値を算出し、当該平均値が最大となる領域
が上記内側に位置する所定領域である場合には当該画像について特定種類であるとの判定
を行わない画像種類判定手段とを具備する構成としてある。
【０００６】
　上記のように構成した請求項１にかかる発明においては、画像データから各画素の輝度
成分を取得し、当該輝度成分に基づいて特定種類の画像と取得した画像データの画像との
類似度を判定する。すなわち、取得した画像データの画像の輝度成分が特定種類の画像の
輝度成分に類似しているときに当該取得した画像データの画像が特定種類であると判定す
ることになる。輝度成分に基づく類似度の判定のために、本発明においては輝度成分の分
布割合を考え、当該分布割合の類似度を比較する。
【０００７】
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　すなわち、画像を何らかの種類に分けるためには種々の手法が可能であるが、画像の特
徴を考えれば、その特徴を有する画像を同じ種類の画像であるとすることができ、本発明
では画像の種類を判定するために画像データに基づいて特徴量を分析する。特定種類の画
像における特徴量と取得した画像データの特徴量とが類似しているか否かを比較すれば両
者が同一種類であるか否かを判定することができる。
【０００８】
　本発明においては画像の輝度成分を特徴量としており、さらに輝度成分が取りうる数値
範囲を複数の値域に分割してそれぞれの値域の分布割合を比較することによって、輝度が
似た分布となる画像を同一種類と判定する。輝度成分の類似を比較するために輝度の階調
値毎の比較を行うと処理が煩雑になるが、輝度成分が取りうる数値範囲をある程度のまと
まりを有する値域に分割して当該値域の分布割合を比較することにより輝度分布の類似／
非類似を容易に判定することができる。
【０００９】
　ここで、輝度成分取得手段は取得した画像データから各画素の輝度成分を取得すること
ができればよく、画像種類の判定として望まれる精度や計算速度等の観点で好適な種々の
手法を採用することができる。例えば、画像データが各画素の輝度データを含むＹＣｂＣ
ｒデータ（Ｙは輝度，ＣｂＣｒは色差）であるような場合には各画素について当該Ｙデー
タを取得すればよいし、画像データがＲＧＢ等の色成分階調値で表現されている場合には
各色成分の階調値から輝度成分を算出すればよい。むろん、この算出においてＲＧＢの各
階調値に所定の係数を乗じる重み演算を行ってもよいし、各階調値を均等に足し合わせて
平均を取ってもよいし、緑成分が輝度成分と近いことから緑成分のみを使用して輝度成分
を算出してもよい。
【００１０】
　分布割合算出手段においては、複数の値域ごとの輝度成分の分布割合を算出することが
できればよく、予め全画素の輝度成分の分布を求め、その後に輝度成分が取りうる数値範
囲を複数の値域に分割して分布割合を算出してもよいし、先に輝度成分が取りうる数値範
囲を複数の値域に分割して値域ごとの分布を求めてから全画素に対する割合を求めてもよ
い。類似度判定手段においては、特定種類の画像における分布割合と取得した画像におけ
る分布割合との類似度を判定することができればよく、種々の構成を採用可能である。
【００１１】
　特定種類の画像における分布割合は、当該特定種類の画像において特徴的な輝度成分の
分布を考慮して決定してもよいし、特定種類に分類される多くの画像について予め分布割
合を計算し、計算された分布割合の平均を取るなどして統計的に決定してもよい。類似度
の判定においては、輝度成分の分布割合の類似度を判定することができればよく、後述の
種々の手法を採用することができる。画像種類判定手段においては、当該類似度判定手段
における判定に基づいて画像データが特定種類であることを判定する。この結果、特定種
類の画像である場合に必要となる画像処理を自動で行ったり、画像毎に適正な画像処理を
行うこと等が可能になる。
【００１２】
　本発明においては、分布割合の類似度を判定しているので、比較対象の一方として採用
する画像の種類を適宜変更し、種々の画像の種類を判定することができる。その好適な構
成例として請求項２にかかる発明では、特定種類の画像における輝度のヒストグラムは、
所定輝度以上であって最高輝度を含む値域でスパイク状のピークを有し、所定輝度以下の
値域に大きなピークを有しており、これらの輝度の間の中輝度の分布数が所定値以下とな
っており、逆光画像の分布となっている構成としてある。
【００１３】
　すなわち、逆光画像においては、主オブジェクトの後部から強い光源の光が照射されて
いることによって、主オブジェクトに低輝度成分が多く、主オブジェクトの外側に高輝度
成分が多く、通常は高輝度成分の値が非常に大きい。また、主オブジェクトの後部から強
い光が照射されることによって画像内の多くの画素が低明度あるいは高明度の画素になっ
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ており、中明度の画素が少なくなっている。従って、逆光画像においては、輝度のヒスト
グラムにおいて、所定輝度以上であって最高輝度を含む値域でスパイク状のピークを有し
、所定輝度以下の値域に大きなピークを有しており、これらの輝度の間の中輝度の分布数
が所定値以下となっている場合が多い。
【００１４】
　そこで、このようなヒストグラムとなっている画像を上記特定種類の画像とすれば、そ
の分布割合は逆光画像に特徴的な分布割合となり、上記類似度判定手段において、逆光画
像であるか否かの判定を行うことが可能になる。むろん、ここで、上記スパイク状のピー
クの形状や大きなピークの形状、これらのピークのしきい値となる所定輝度あるいは中輝
度の分布数のしきい値として理想的な値が一義的に決定されなくてもよく、上述のように
多くの逆光画像を分析してその平均的な値をしきい値とすることにより特定種類の画像の
ヒストグラムを決定する構成等を採用可能である。
【００１５】
　さらに、請求項３にかかる発明では、上記分布割合算出手段は、上記算出された輝度成
分のヒストグラムを算出するとともに当該輝度成分が取りうる数値範囲を複数の値域に分
割して各値域の分布割合を算出する構成としてある。すなわち、分布割合算出手段におい
ては各値域毎の分布割合を算出することができればよく、その算出に当たり予め画像の輝
度成分のヒストグラムを算出する。そして、輝度成分が取りうる数値範囲を複数の値域に
分割すれば、それぞれの値域に含まれる画素数を容易に算出することができ、この結果、
各値域内の画素数が全画素数に占める分布割合を算出することができる。
【００１６】
　ここで、分布割合算出手段においては、輝度成分の分布傾向の類似性を比較できるよう
に輝度成分が取りうる数値範囲を複数の値域に分割することができればよいが、その好適
な構成例として請求項４にかかる発明では、上記分布割合算出手段は、特定種類の画像と
しての逆光画像における略９割の画素が最低輝度値域およびその隣の値域内に存在し、略
１割の画素が最高輝度値域内に存在するように値域の分割を行う構成としてある。
【００１７】
　すなわち、上述のように逆光画像においては、高輝度成分、低輝度成分および中輝度成
分のそれぞれに特徴が現れるので、これらの特徴が反映されるように輝度成分が取りうる
数値範囲を複数の値域に分割すると好適である。上述のように、逆光画像の輝度ヒストグ
ラムにおいては高輝度成分のピークがスパイク状となっており、低輝度成分の方がなだら
かである。従って、低輝度成分のピークは高輝度成分のピークより幅が広く、広い値域に
渡って存在する。そこで、低輝度側の分布を特徴づける値域が２つの値域に含まれ、高輝
度側の分布を特徴づける値域が１つの値域に含まれるように、低輝度側の２値域に略９割
の画素が存在するようにするとともに、最高輝度側の１値域に略１割の画素が存在するよ
うにしている。
【００１８】
　この結果、低輝度側の２値域と高輝度側の１値域およびそれらの間の中輝度の値域に逆
光画像の特徴が現れるように分布割合を規定することができ、高精度に逆光画像であるか
否かの判定を行うことが可能になる。本発明においては画像の類似性を判定しているので
、値域の分割について厳密なしきい値が与えられるわけではないが、少なくとも上記指針
で値域を分割することによって確実に判定精度を向上することができる。むろん、実際の
値域分割においては輝度成分の全値域を等分割しつつ上記指針をも満たすように分割を行
うなど、種々の分割手法が採用可能である。
【００１９】
　さらに、請求項５にかかる発明では、特定種類の画像における上記最低輝度値域の分布
割合は、その隣の値域の分布割合より大きい構成としてある。すなわち、逆光画像におい
ては低輝度の分布割合が大きいが、低輝度側の２値域を相互に比較すると、より低輝度側
に多くの画素が存在する傾向にある。そこで、特定種類の画像における分布割合を決定す
る際に、最低輝度値域の分布割合をその隣の値域の分布割合より大きくすることによって
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、より正確に逆光画像を判定することが可能になる。
【００２０】
　さらに、請求項６にかかる発明では、上記分布割合算出手段は輝度成分が取りうる数値
範囲を５個の値域に略等分割し、上記特定種類の画像における上記分布割合の比はこの分
割された値域の低輝度側から順に５：４：０：０：１である構成としてある。すなわち、
輝度成分の全値域を５分割すると、逆光画像の分布割合の比が低輝度側から順に５：４：
０：０：１となるように輝度成分の値域を分割することができ、上述のように低輝度側の
２値域に９割の画素が存在し、最高輝度側の１値域に１割の画素が存在するように値域を
分割することができる。また、特定種類の画像の分布割合比において最低輝度側の値域の
比を”５”とし、その隣の値域の比を”４”とすることによって低輝度側の方が画素数が
多いという逆光画像の傾向に沿うことができる。
【００２１】
　さらに、請求項７にかかる発明では、上記分布割合算出手段は輝度成分が取りうる数値
範囲を５個の値域に略等分割し、上記特定種類の画像における上記分布割合の比をこの分
割された値域の低輝度側から順にＡ：Ｂ：Ｃ：Ｄ：Ｅとしたときに４ .７≦Ａ≦５ .８，３
.３≦Ｂ≦４ .０，０ .０≦Ｃ≦０ .３，０ .０≦Ｄ≦０ .２，０ .６≦Ｅ≦１ .０（但しＡ＋Ｂ
＋Ｃ＋Ｄ＋Ｅ＝１０）である構成としてある。
【００２２】
　すなわち、逆光画像の分布割合の比は上述のように低輝度側から順に５：４：０：０：
１という比で表現することができるが、逆光画像であるか否かの判定に当たりこの比の値
に限定されることはなく、Ａ～Ｅの各値にある程度の範囲を許容することができ、出願人
の実験によれば、Ａ～Ｅの各値が上述の範囲であるときに高精度で逆光画像であるか否か
の判定をすることができた。例えば、Ａ～Ｅの各値を順に”４．６：４．４：０：０：１
”にしたときには、画像種類の判定対象（取得画像データの画像）が明らかに逆光画像で
ある、あるいは逆光画像とみなすべきであるにもかかわらず、上記類似度が小さくなって
逆光画像であると判定されなくなった。
【００２３】
　上記類似度判定手段にて分布割合の類似度を判定する手法は種々の構成が採用可能であ
り、その一例として請求項８にかかる発明では、上記類似度判定手段は、上記取得した画
像における分布割合を成分としたベクトルと上記特定種類の画像における分布割合を成分
としたベクトルとの内積を両ベクトルの大きさの積で除して得られる値の大きさで類似度
を判定する構成としてある。
【００２４】
　すなわち、ベクトルの内積を両ベクトルの大きさの積で除して得られる値は、これらの
ベクトル間の形成する角度におけるｃｏｓ成分である。両ベクトルが同一ベクトルであれ
ば当該ｃｏｓ成分は”１”となり、両ベクトルが同一ベクトルから離れていく程当該ｃｏ
ｓ成分は”１”から離れた値となる。従って、当該ｃｏｓ成分が”１”にどれ程近いかを
判定することによって両ベクトルの類似度を判定することができる。
【００２５】
　ここでは、各値域の分布割合を成分としたベクトルを考えていることから、上記ｃｏｓ
成分によって分布割合の類似度を判定することができ、この結果、画像の類似度を判定す
ることが可能になる。むろん、ここで、値域の数が２あるいは３以上の数になったとして
も上記ベクトルを多次元ベクトルと考え、上記得られる値を多次元ベクトル間のｃｏｓ成
分と考えることができ、このｃｏｓ成分に基づいて類似度を判定することができる。
【００２６】
　さらに、請求項９にかかる発明では、上記類似度判定手段は、得られた値が所定のしき
い値より大きい場合に分布割合が類似していると判定する構成としてある。すなわち、上
記得られた値（取得した画像における分布割合を成分としたベクトルと上記特定種類の画
像における分布割合を成分としたベクトルとの内積を両ベクトルの大きさの積で除して得
られる値）が”１”であれば比較される両者は同一であり、”１”ではないが”１”に近
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ければ類似であると言えるので、この得られた値が所定のしきい値より大きいか否かを判
定すれば類似しているか否かを判定することができる。しきい値の具体的な値としては、
要求される判定精度等によって適宜変更することができる。
【００２７】
　さらに、上記画像種類判定手段は、上記取得した画像データにおける画像を周縁部の所
定領域とその内側に位置する所定領域とに分割し、各領域に属する画素の輝度成分の平均
値を算出するとともに、当該平均値が最大となる領域が上記内側に位置する所定領域であ
る場合には当該画像について特定種類であるとの判定を行わない構成としてある。すなわ
ち、暗い背景にて主オブジェクトの前方から光を当てた場合等における順光画像において
は、上述の逆光画像のように所定輝度以上であって最高輝度を含む値域でスパイク状のピ
ークを有し、所定輝度以下の値域に大きなピークを有し、これらの輝度の間の中輝度の分
布数が所定値以下となるように輝度のヒストグラムが分布する場合がある。
【００２８】
　この場合には逆光画像と非逆光画像とを区別できなくなる場合があるので、順光画像に
ついて逆光画像であるとの判定がなされないようにするとよい。そこで、順光画像にて上
述のような輝度のヒストグラムとなっている画像を判別するため、画像を周縁部の所定領
域とその内側に位置する所定領域とに分割し、領域毎の輝度平均を算出し、輝度平均の最
大値を有する領域が内側に位置する場合に上記特定種類の画像であると判定しないように
する。すなわち、画像中央が明るく画像周囲が暗いは逆光画像であると判定しない。従っ
て、逆光画像と輝度分布が類似した順光画像を除外することが可能になり、より高精度に
判定を行うことができる。
【００２９】
　ここで、領域の分割手法は様々な手法を採用することができ、周縁部とその内側との少
なくとも２つの領域に分割する必要があるものの、むろん、２つの領域より多くの領域、
例えば、周縁部を４分割、その内側を９分割するような構成等を採用可能である。上記２
つの領域に分割する場合は輝度平均の最大値と言っても２つの領域について輝度平均の大
小を比較することとなる。
【００３０】
　順光画像を除外するための具体的な構成例として請求項１０にかかる発明では、上記画
像種類判定手段は、上記平均値が最大となる領域が上記内側に位置する所定領域である画
像について上記類似度判定手段における上記ベクトルの内積を両ベクトルの大きさの積で
除して得られる値を負の値にする構成としてある。すなわち、上記ｃｏｓ成分として得ら
れた値は”１”に近い程類似していると判定されることから、上記平均値が最大となる領
域が上記内側に位置する所定領域である画像について当該ｃｏｓ成分を負の値にすること
により、この画像が特定種類の画像であると判定されることはなくなる。ｃｏｓ成分につ
いて負の値にすることによって、類似度の判定アルゴリズムとしては順光画像を除外する
ために特定のしきい値等を使用することなく、終始特定のしきい値を使用するのみでよい
。
【００３１】
　さらに、より確実に特定種類の画像であるか否かを判定するための構成例として上記分
布割合算出手段は、上記取得した画像データの各画素について輝度成分が所定値より大き
な画素についてその画素の輝度成分より大きな輝度成分値になるように補正し、輝度成分
が所定値より小さな画素についてその画素の輝度成分より小さな輝度成分値になるように
補正して上記分布割合を算出する構成としてある。
【００３２】
　すなわち、本発明では輝度分布の類似度に基づいて特定種類であるか否かを判定してい
るので、輝度成分が全体的に高くあるいは低くなっているが、それでもなお逆光画像であ
ると言う場合に、上記しきい値を小さくすることによって特定種類の画像であると判定し
やすくすることもできるが、しきい値を小さくすると特定種類でない画像についても特定
種類であると判定してしまう確率が高くなる。そこで、しきい値を小さくせずに輝度成分
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に偏りのある特定種類の画像を特定種類であると判定する確率を高くするために、分布割
合の算出前に輝度成分を補正する。
【００３３】
　この補正においては輝度成分が所定値より大きな画素についてその画素の輝度成分より
大きな輝度成分値になるように補正し、輝度成分が所定値より小さな画素についてその画
素の輝度成分より小さな輝度成分値になるように補正するので、中輝度画素の分布が減り
、低輝度画素および高輝度画素の分布が増加する。従って、輝度成分に偏りがある逆光画
像は、類似度が比較される逆光画像のヒストグラム分布に近づくように補正され、補正後
の輝度についての分布割合が算出される。この補正により輝度成分に偏りがある逆光画像
であっても逆光画像であると判定され、より確実に逆光画像を判定することができる。
【００３４】
　このように画像の輝度成分に基づいて画像の種類を判定する手法は必ずしも実体のある
装置に限られるものではなく、請求項１１に記載した発明のように方法の発明としても有
効である。また、上述の画像処理装置は単独で存在する場合もあるし、ある機器に組み込
まれた状態で利用されることもあるなど、発明の思想としては、各種の態様を含むもので
ある。また、ソフトウェアであったりハードウェアであったりするなど、適宜、変更可能
である。
【００３５】
　発明の思想の具現化例として画像処理装置のソフトウェアとなる場合には、かかるソフ
トウェアを記録した記録媒体上においても当然に存在し、利用される。その一例として、
請求項１２にかかる発明は、コンピュータによって画像処理を行うプログラムを記録した
媒体として発明を特定している。むろん、その記録媒体は、磁気記録媒体であってもよい
し光磁気記録媒体であってもよいし、今後開発されるいかなる記録媒体においても全く同
様に考えることができる。
【００３６】
　また、一次複製品、二次複製品などの複製段階については全く問う余地無く同等である
。上記媒体とは異なるが、供給方法として通信回線を利用して行なう場合であれば通信回
線が伝送媒体となって本発明が利用されることになる。むろん、請求項１３に記載した発
明のようにプログラムの発明として特定することもできる。さらに、これらの画像処理方
法，画像処理プログラムを記録した媒体，画像処理プログラムにおいて上記請求項２～請
求項１１に対応した構成にすることも可能である。
【００３７】
【発明の効果】
　以上説明したように請求項１，請求項１１～請求項１３にかかる発明によれば、輝度の
比較により容易に画像の種類を判定することが可能な画像処理装置、画像処理方法、画像
処理プログラムを記録した媒体および画像処理プログラムを提供することができる。
また、請求項２にかかる発明によれば、容易に逆光画像であるか否かを判定することがで
きる。
さらに、請求項３にかかる発明によれば、分割された値域内の画素数が全画素数に占める
分布割合を容易に算出することができる。
さらに、請求項４にかかる発明によれば、逆光画像の特徴が反映されるように輝度成分が
取りうる数値範囲を複数の値域に分割することができる。
【００３８】
　さらに、請求項５にかかる発明によれば、正確に逆光画像を判定することが可能になる
。
さらに、請求項６にかかる発明によれば、逆光画像の性質を反映した値域の分割を行うこ
とができ、正確に逆光画像を判定することが可能になる。
さらに、請求項７にかかる発明によれば、高精度に逆光画像を判定可能な分布割合の比の
範囲を提供することができる。
さらに、請求項８にかかる発明によれば、ベクトルの類似度判定により容易に分布割合の
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類似度を判定することができ、画像の類似度を判定することができる。
【００３９】
　さらに、請求項９にかかる発明によれば、しきい値判別により容易に類似しているか否
かを判定することができる。
さらに、高精度に逆光画像を判定することができる。
さらに、請求項１０にかかる発明によれば、順光画像を容易に除外することができる。
さらに、過露光，露光不足の画像についても逆光画像であるか否かを容易に判定すること
ができる。
【００４０】
【発明の実施の形態】
ここでは、下記の順序に従って本発明の実施の形態について説明する。
（１）本発明の構成：
（２）逆光画像判定部の構成：
（３）印刷処理：
（３－１）類似度判定処理：
（４）他の実施形態：
【００４１】
　（１）本発明の構成：
図１は本発明にかかる画像処理装置を含むコンピュータの概略ハードウェア構成を示して
おり、図２は同コンピュータのＯＳに組み込まれたプリンタドライバの概略構成を示して
いる。コンピュータ１０は演算処理の中枢をなすＣＰＵ１１を備えており、このＣＰＵ１
１はシステムバス１２を介してＢＩＯＳなどの記載されたＲＯＭ１３やＲＡＭ１４にアク
セス可能となっている。
【００４２】
　また、システムバス１２には外部記憶装置としてのハードディスクドライブ（ＨＤＤ）
１５とフレキシブルディスクドライブ１６とＣＤ－ＲＯＭドライブ１７とが接続されてお
り、ＨＤＤ１５に記憶されたＯＳ２０やアプリケーションプログラム（ＡＰＬ）２５等が
ＲＡＭ１４に転送され、ＣＰＵ１１はＲＯＭ１３とＲＡＭ１４に適宜アクセスしてソフト
ウェアを実行する。すなわち、ＲＡＭ１４を一時的なワークエリアとして種々のプログラ
ムを実行する。
【００４３】
　コンピュータ１０にはシリアル通信用Ｉ／Ｏ１９ａを介してキーボード３１やマウス３
２等の操作用入力機器が接続されており、図示しないビデオボードを介して表示用のディ
スプレイ１８も接続されている。さらに、プリンタ４０とはパラレル通信用Ｉ／Ｏ１９ｂ
を介して接続が可能である。尚、本コンピュータ１０の構成は簡略化して説明しているが
、パーソナルコンピュータとして一般的な構成を有するものを採用することができる。む
ろん、本発明が適用されるコンピュータはパーソナルコンピュータに限定されるものでは
ない。この実施形態はいわゆるデスクトップ型コンピュータであるが、ノート型であると
か、モバイル対応のものであっても良い。また、コンピュータ１０とプリンタ４０の接続
インタフェースも上述のものに限る必要はなくシリアルインタフェースやＳＣＳＩ，ＵＳ
Ｂ接続など種々の接続態様を採用可能であるし、今後開発されるいかなる接続態様であっ
ても同様である。
【００４４】
　この例では各プログラムの類はＨＤＤ１５に記憶されているが、記録媒体はこれに限定
されるものではない。例えば、フレキシブルディスク１６ａであるとか、ＣＤ－ＲＯＭ１
７ａであってもよい。これらの記録媒体に記録されたプログラムはフレキシブルディスク
ドライブ１６やＣＤ－ＲＯＭドライブ１７を介してコンピュータ１０にて読み込まれ、Ｈ
ＤＤ１５にインストールされる。そして、ＨＤＤ１５を介してＲＡＭ１４上に読み込まれ
てコンピュータを制御することになる。また、記録媒体はこれに限らず、光磁気ディスク
などであってもよい。また、半導体デバイスとしてフラッシュカードなどの不揮発性メモ
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リなどを利用することも可能であるし、モデムや通信回線を介して外部のファイルサーバ
にアクセスしてダウンロードする場合には通信回線が伝送媒体となって本発明が利用され
る。
【００４５】
　一方、図２に示すように本実施形態にかかるコンピュータ１０では、プリンタドライバ
（ＰＲＴＤＲＶ）２１と入力機器ドライバ（ＤＲＶ）２２とディスプレイドライバ（ＤＲ
Ｖ）２３とがＯＳ２０に組み込まれている。ディスプレイＤＲＶ２３はディスプレイ１８
における画像データ等の表示を制御するドライバであり、入力機器ＤＲＶ２２はシリアル
通信用Ｉ／Ｏ１９ａを介して入力される上記キーボード３１やマウス３２からのコード信
号を受信して所定の入力操作を受け付けるドライバである。
【００４６】
　ＡＰＬ２５は、カラー画像のレタッチ等を実行可能なアプリケーションプログラムであ
り、利用者は当該ＡＰＬ２５の実行下において上記操作用入力機器を操作して当該カラー
画像をプリンタ４０にて印刷させることができる。すなわち、ＡＰＬ２５は利用者の指示
によりＨＤＤ１５に記録されたＪＰＧファイル１５ａをＲＡＭ１４に読み出して、ディス
プレイＤＲＶ２３を介して当該ＪＰＧファイル１５ａに基づく画像をディスプレイ１８上
に表示させる。利用者が上記入力機器を操作するとその操作内容が入力機器ＤＲＶ２２を
介して取得されて内容が解釈されるようになっており、ＡＰＬ２５はその操作内容に応じ
て印刷指示やレタッチなど種々の処理を行う。
【００４７】
　上記ＪＰＧファイル１５ａはＹＣｂＣｒの色要素を階調表現したドットマトリクス状の
データであり、ＪＰＥＧ規格に準拠したデータであるが、むろんｓＲＧＢ規格に準拠した
ＲＧＢ色成分を階調表現したドットマトリクス状のデータ等を使用することもできる。Ｊ
ＰＧファイルの場合は各画素のデータから輝度成分を直接的に取得することができるし、
ＲＧＢ色成分からなるデータの場合は各色成分から輝度成分を計算（例えば、Ｙ＝０．３
０Ｒ＋０．５９Ｇ＋０．１１Ｂ）して取得することができる。ＪＰＧファイル１５ａはデ
ィジタルカメラによる撮像画像データ等であり、ディジタルカメラや他の記録媒体から所
定のインタフェースを介してＨＤＤ１５に転送することもできるし、ＣＤ－ＲＯＭ１７ａ
等の記録媒体に記録されたデータをＣＤ－ＲＯＭドライブ１７から読み出して取得するこ
ともできる。
【００４８】
　ＡＰＬ２５にて印刷指示がなされると上記ＰＲＴＤＲＶ２１が駆動され、ＰＲＴＤＲＶ
２１はディスプレイＤＲＶ２３にデータを送出して、印刷ページなど印刷に必要な情報を
入力させるための図示しないＵＩを表示する。上記キーボード３１やマウス３２等を操作
して利用者が当該ＵＩにて印刷に必要な情報を入力すると、上記ＰＲＴＤＲＶ２１の各モ
ジュールが起動され、各モジュールによって上記ＪＰＧファイル１５ａの各画素データが
処理され、印刷データが生成される。生成された印刷データはパラレル通信用Ｉ／Ｏ１９
ｂを介してプリンタ４０に出力され、プリンタ４０は当該印刷データに基づいて印刷を実
行する。
【００４９】
　より具体的には、ＰＲＴＤＲＶ２１は印刷を実行するために画像データ取得モジュール
２１ａと画像処理モジュール５０と印刷データ生成モジュール２１ｂとを備えている。画
像データ取得モジュール２１ａは印刷実行対象のＪＰＧファイル１５ａからその画素デー
タを取得し、画像処理モジュール５０に受け渡す。画像処理モジュール５０は当該画素デ
ータに対し種々の画像処理を行うモジュールであり、画素データの特徴量を取得してその
特徴量の画像に対して好適な種類の画像処理を実行する。
【００５０】
　この画像処理の一つが本発明にかかる逆光画像の判定とその結果に基づく明度補正であ
る。図２においては、画像処理モジュール５０で実行可能な多数の画像処理について逆光
画像の判定にかかる部分を抜き出して示しており、該当部分として逆光画像判定部５１と

10

20

30

40

50

(11) JP 3928704 B2 2007.6.13



明度補正部５２とを備えている。画像処理モジュール５０によって画像処理がなされると
、処理後の画素データは印刷データ生成モジュール２１ｂに受け渡される。印刷データ生
成モジュール２１ｂは、当該画素データをプリンタ４０にて印刷を実行可能なデータに成
形するモジュールであり、ＨＤＤ１５に保存されたＬＵＴ１５ｃを参照して各画素データ
をＣＭＹＫデータ等のデータに変換する色変換処理や、各画素の階調値を変換してインク
滴の記録密度で表現するためのハーフトーン処理や、画素データを使用される順に並べる
ラスタライズ処理等を行う。
【００５１】
　上記逆光画像判定部５１は画像を構成する各画素のデータから特徴量として輝度成分を
抽出し当該抽出した輝度成分と逆光画像の輝度成分との分布割合の類似度を判定すること
により、上記ＪＰＧファイル１５ａの画像が逆光画像であるか否かを判定する。明度補正
部５２は、当該ＪＰＧファイル１５ａの画像が逆光画像である場合に逆光画像用の明度補
正を行い、逆光画像でない場合に通常の明度補正を行う。本実施形態においては、ＰＲＴ
ＤＲＶ２１が画像処理モジュール５０を備え、その一部として逆光画像判定部５１を備え
ることによって、コンピュータ１０を本発明にかかる画像処理装置として機能させており
、以下当該逆光画像判定部５１について詳細に説明する。
【００５２】
　（２）逆光画像判定部の構成：
図３は逆光画像判定部５１の構成を示すブロック図であり、図４は逆光画像判定部５１が
逆光画像について実行する処理を説明する説明図であり、図５は逆光画像判定部５１が逆
光画像ではない一般画像について実行する処理を説明する説明図である。図４において、
同図左側には逆光画像１５０ａを示している。逆光画像１５０ａの主被写体は人物であり
、当該人物の顔部分と画像周縁の斜線は低輝度画素であることを示しており、画像中央付
近で斜線を付していない部分は高輝度画素であることを示している。
【００５３】
　すなわち、この画像においては主被写体たる人物の後方から手前に向けて光が照射され
ることにより光が遮られない部分では非常に高輝度となり、当該照射光を遮る主被写体と
画像周縁とにおいては低輝度となり、画像内で極端に輝度差があるとともに主被写体輝度
が低い、逆光画像になっている。一方、図５において、同図左側には逆光画像ではない一
般画像１５０ｂを示している。一般画像１５０ｂは屋外で人物を撮影して得られた画像で
あり、主な光源は被写体の手前に存在し、順光状体で被写体に光を照射している。
【００５４】
　ここで、逆光画像判定部５１は、逆光画像であるか否かにかかわらず取得した画素デー
タに対して類似度を算出する処理を行い、算出された類似度に基づいて逆光画像であるか
否かを判定する。このために逆光画像判定部５１は、図３に示すように輝度成分取得モジ
ュール５１ａと分布割合算出モジュール５１ｂと類似度判定モジュール５１ｃと画像種類
判定モジュール５１ｄとを備えている。輝度成分取得モジュール５１ａは、上記画像デー
タ取得モジュール２１ａが取得するＪＰＧファイル１５ａの画素データから、輝度成分Ｙ
を取得する。本実施形態では、上述のように画素データに変更等を施す必要がなく直接的
に輝度成分Ｙを取得することができる。
【００５５】
　分布割合算出モジュール５１ｂはヒストグラム生成部５１ｂ１を備えており、上記輝度
成分取得モジュール５１ａが取得した各画素の輝度成分Ｙからそのヒストグラムを生成す
る。ここでは上記輝度成分取得モジュール５１ａが取得した全画素についてヒストグラム
を生成しても良いし、画素を間引くことにより全画素数より少ない画素についてヒストグ
ラムを生成しても良い。間引きを行うときには、統計精度を考慮して全画素の性質を反映
するような画素数にするのが好ましい。
【００５６】
　図４および図５に示す処理例では、各画素の輝度成分Ｙの値を横軸にして、その分布数
を縦軸にしたヒストグラムを示している。さらに、この分布割合算出モジュール５１ｂは
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、このヒストグラムにおいて輝度成分Ｙの値域を均等に５分割し、それぞれの値域ごとの
分布割合を算出する。図４に示す逆光画像１５０ａの分布割合は、ａ１，ｂ１，ｃ１，ｄ
１，ｅ１であり、図５に示す一般画像１５０ｂの分布割合は、ａ２，ｂ２，ｃ２，ｄ２，
ｅ２である。
【００５７】
　ここで、分布割合ａ１～ｅ１，ａ２～ｅ２は、各値域内に存在する画素数を全体の画素
数で除して得られる数である。また、本実施形態においては、輝度成分の階調値域は全体
で０～２５５であり、上記分割された値域の幅は略５１階調分である。図４に示す逆光画
像１５０ａでは、上述のように主被写体および画像周縁の画素が低輝度になっておりその
他の画素は非常に高輝度になっているので、画像内のほとんどの画素の輝度が低輝度側か
高輝度側に偏在している。また、逆光画像においては通常高輝度部分の輝度が非常に高い
ので、高輝度側のヒストグラムがスパイク状のピークになっているとともにこのスパイク
状ピークは最高輝度側の１値域内に存在している。
【００５８】
　逆光画像における低輝度部分では、当該低輝度部分の画像中の位置に応じて輝度が変化
し、ヒストグラムとしては上記高輝度部分より幅の広いピークとなる。図４においては、
低輝度側の２値域に低輝度部分の主な画素が存在している。一方、図５に示す一般画像１
５０ｂにおける輝度成分のヒストグラムは、上記図４に示す逆光画像に特徴的なヒストグ
ラム分布とはなっていない。すなわち、一般画像１５０ｂの輝度成分は全域に渡って相当
程度数分布しており、分布に偏りが存在するとしても上記図４に示す逆光画像１５０ａの
ような分布にはなっていない。
【００５９】
　少なくとも、一般画像においては、低輝度側の２値域内に幅の広いピークを有し、最高
輝度の１値域内にスパイク状のピークを有し、中輝度の２値域内にほとんど分布しないよ
うなヒストグラムにはなっておらず、このような特徴でヒストグラムを捉えたときに逆光
画像と他の一般画像とでは顕著な差がある。本発明では、このような輝度成分分布の顕著
な差に鑑み、逆光画像の判定対象である画像の輝度ヒストグラムが逆光画像における理想
的な輝度ヒストグラム分布と類似しているか否かによって当該画像が逆光画像であるか否
かを判断している。このために、類似度判定モジュール５１ｃは、分布割合算出モジュー
ル５１ｂが算出した分布割合を取得し、上記ＨＤＤ１５に予め保存されている分布割合デ
ータ１５ｂを取得し、両者の類似度を判定する。
【００６０】
　すなわち、分布割合データ１５ｂは理想的な逆光画像のヒストグラムを上記分布割合算
出モジュール５１ｂにおける値域分割と同様にして値域分割し、各値域内に存在する画素
数を全体の画素数で除した場合の分布割合であり、判定対象の画像の分布割合と当該分布
割合データ１５ｂとを比較することにより、判定対象の画像が逆光画像に類似しているか
否かを判定することができる。本実施形態における分布割合データ１５ｂでは、輝度値が
小さい方の値域から順に”５：４：０：０：１”となっている。本実施形態においては、
理想的な逆光画像の分布割合を算出するために予め多くの逆光画像についての分布割合を
算出し、これらの分布割合の平均を算出することによって各値域の理想的な分布割合とし
ている。
【００６１】
　図６は、理想分布を算出する様子を説明する説明図である。同図に示す例においては、
逆光画像１～ｎについての分布割合を算出している。すなわち、サンプルとしてｎ個の逆
光画像を用意し、当該逆光画像１～ｎのそれぞれについて輝度成分のヒストグラムを算出
する。当該ヒストグラムのそれぞれにおいては、輝度成分が取りうる数値範囲を均等に５
分割し、各値域毎の分布数を算出する。そして、これら各値域毎の分布数を各画像の全体
画素数で除すると、それぞれの画像について分布割合Ａｉ，Ｂｉ，Ｃｉ，Ｄｉ，Ｅｉ（ｉ
は１～ｎ）が算出される。
【００６２】

10

20

30

40

50

(13) JP 3928704 B2 2007.6.13



　これらの分布割合Ａｉ，Ｂｉ，Ｃｉ，Ｄｉ，Ｅｉについて各値域毎に平均を算出すると
、逆光画像１～ｎの性質を反映した各値域毎の分布割合を算出することができ、本実施形
態においてはこの分布割合を理想的な分布割合としている。尚、逆光画像の数を増やすこ
とにより、分布割合データ１５ｂの統計精度を向上させることができるし、ヒストグラム
を分析する逆光画像を適宜選択することによって、どのような画像を逆光画像とみなすの
か、作成者の意図を反映した判別を実施させるようにすることができる。
【００６３】
　すなわち、反逆光等を逆光画像とみなすか否かは微妙なものであり、作成者の感覚に依
存しているところ、作成者が逆光画像とみなしたい画像を多数用意して分布割合データ１
５ｂを作成することによって当該作成者の意図を反映することができる。この意味で、上
記分布割合の比は”５：４：０：０：１”に限定されるわけではなく、ある程度の範囲内
の値を採用すれば高精度に逆光画像であるか否かを判定することができる。出願人の実験
によれば、分布割合の比を低輝度側から順にＡ：Ｂ：Ｃ：Ｄ：Ｅとしたときに４ .７≦Ａ
≦５ .８，３ .３≦Ｂ≦４ .０，０ .０≦Ｃ≦０ .３，０ .０≦Ｄ≦０ .２，０ .６≦Ｅ≦１ .０
（但しＡ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ＋Ｅ＝１０）の範囲内とすれば、高精度に逆光画像であるか否かを
判定することができる。
【００６４】
　類似度判定モジュール５１ｃでは、上記ＪＰＧファイル１５ａについての輝度成分Ｙの
分布割合と、逆光画像の理想分布についての分布割合との類似度を判定するに当たり、分
布割合の値を成分とした５次元ベクトルを考え、これらの５次元ベクトルにおけるｃｏｓ
成分を以下の式（１）に基づいて算出している。
【数１】
　
　
　
　
　
【００６５】
　ここで、ベクトルｇ０は上記分布割合データ１５ｂの分布割合を成分としたベクトルで
あって各成分値はそれぞれ（５，４，０，０，１）であり、ベクトルｇｎは上記分布割合
算出モジュール５１ｂが算出した分布割合を成分としたベクトルである。式（１）の右辺
は２つのベクトルの内積を当該２つのベクトルの大きさの積で除したものであり、２つの
ベクトルのｃｏｓ成分を算出する式である。５次元空間におけるｃｏｓ成分や両ベクトル
が形成する角度θを空間的イメージとして認識することは容易でないが、ここでは、２次
元あるいは３次元ベクトルと同様の類推から式（１）から算出される値をｃｏｓ成分とし
ている。
【００６６】
　２つのベクトルにおけるｃｏｓ成分は最大値が”１”，最小値が”－１”であるととも
に、両ベクトルが形成する角度が一致しているときに最大値”１”になり、当該角度が大
きくなる程ｃｏｓ成分が”１”から離れる。従って、式（１）の算出結果が”１”に近い
か否かを判別することによって両ベクトルが類似しているか否かを判別することができる
。この意味で、式（１）の値は両ベクトルの類似度を示していると言える。
【００６７】
　図７かかる類似度の算出例を示している。同図７において、ベクトルｇ１は上記図４に
示す逆光画像１５０ａの分布割合ａ１～ｅ１を成分としたベクトルであり、ベクトルｇ２
は上記図５に示す一般画像１５０ｂの分布割合ａ２～ｅ２を成分としたベクトルである。
それぞれのベクトルを上記式（１）におけるベクトルｇｎに代入して計算すると、逆光画
像１５０ａにおける類似度は例えば”０．９１”となり、一般画像１５０ｂにおける類似
度は例えば”０．６２”となる。
【００６８】
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　画像種類判定モジュール５１ｄは、上記類似度判定モジュール５１ｃが判定した類似度
を取得し、当該類似度が所定のしきい値を超えている場合に上記ＪＰＧファイル１５ａの
画像が逆光画像であると判定する。尚、本実施形態において逆光画像であると判別するた
めのしきい値は”０．８５”である。従って、上記図４，図５，図７に示す例において逆
光画像１５０ａは逆光画像であると判定され、一般画像１５０ｂは逆光画像であると判定
されない。むろん、このしきい値は逆光画像であるか中の判別精度等に応じて適宜変更す
ることができる。本実施形態では、さらに逆光画像の判定精度を向上させるため、非逆光
画像処理部５１ｄ１の処理によって逆光画像の分布割合と類似する一般画像について逆光
画像であると判定しないように構成してある。
【００６９】
　図８は、非逆光画像処理部５１ｄ１における処理を説明するための説明図である。同図
において、非逆光画像１５０ｃの主被写体は人物であり、当該人物周りの斜線は低輝度画
素であることを示しており、人物の顔に該当する部分の白抜きは高輝度画素であることを
示している。すなわち、この画像においては主被写体たる人物の顔に充分な光が照射され
ており、当該主被写体の顔部分の画素は高輝度である。また、人物の顔の周辺画素におい
ては低輝度となっている。従って、この画像においては、場所によって大きな輝度差があ
るものの、主被写体の輝度が大きく逆光画像ではない。このような状況は、暗い背景でフ
ラッシュを使用して撮影を行った場合によく起こる状況である。
【００７０】
　同図には非逆光画像１５０ｃの輝度ヒストグラムも示しており、同輝度ヒストグラムか
ら非逆光画像１５０ｃの多くの画素が低輝度側および高輝度側に分布していることが分か
る。このようなヒストグラムを有する画像について分布割合ａ３，ｂ３，ｃ３，ｄ３，ｅ
３を算出し、上記類似度判定モジュール５１ｃによって類似度を判定すると、当該類似度
を示す上記ｃｏｓ成分が”０．８５”より大きくなる場合がある。
【００７１】
　この場合に当該画像を逆光画像であると判定してしまうと、上記明度補正部５２にて適
切な明度補正を実施できない。そこで、画像種類判定モジュール５１ｄの非逆光画像処理
部５１ｄ１においては、この類の画像について逆光画像であると判定しないようにする。
具体的には、非逆光画像１５０ｃの画像を周縁部の４個の領域Ｓ１～Ｓ４に分割し、さら
にその内側を９個の領域Ｓ５～Ｓ１３に分割し、上記輝度成分取得モジュール５１ａにて
取得した各画素の輝度成分について、各領域毎の輝度平均Ｙ nAVEを算出する。ここで、ｎ
は各領域の番号に対応した自然数である。
【００７２】
　また、上記画像の分割においては、領域Ｓ５～Ｓ７の上側長辺と画像の上側長辺と距離
がｈ１（＝画像短辺の長さ／５）となり、領域Ｓ７，Ｓ１０，Ｓ１３の左側短辺と画像の
左側短辺との距離がｗ１（＝画像長辺の長さ／５）となるようにしてある。さらに、領域
Ｓ１，Ｓ４の境界が画像短辺の中央に位置するように（ｈ２＝画像短辺の長さ／２）して
あり、領域Ｓ３，Ｓ４の境界が画像長辺の中央に位置するように（ｗ２＝画像長辺の長さ
／２）してあり、領域Ｓ１～Ｓ４を合同な形状とし、領域Ｓ５～Ｓ１３を合同な形状とし
てある。
【００７３】
　以上のように画像を分割して各領域の輝度平均Ｙ nAVEを算出した後には、これらの輝度
平均Ｙ nAVEの中から最大値Ｙ maxを抽出し、当該最大値Ｙ maxとなる領域がＳ５～Ｓ１３の
いずれかに該当するか否かを判別する。すなわち、最大値Ｙ maxとなる領域が画像の内側
の領域になるか否かを判別する。そして、最大値Ｙ maxとなる領域がＳ５～Ｓ１３のいず
れかに該当する場合に上記類似度判定モジュール５１ｃで判定した類似度に対して”－１
”を乗じる。
【００７４】
　上記類似度判定モジュール５１ｃにて計算する分布割合は常に正の数であるから、上記
式（１）にて計算を実行する際に使用されるベクトルの各成分も正の数である。従って、
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類似度判定モジュール５１ｃで算出される類似度は常に正の数であり、非逆光画像処理部
５１ｄ１によって”－１”を乗じられた結果は常に負の数となる。この結果、画像種類判
定モジュールで上記しきい値による判別をした場合に、当該画像について逆光画像である
と判定することがなくなる。以上のような処理を行うことによって、画像中央寄りのいず
れかの位置に高輝度領域が存在する場合には、その画像を逆光画像であると判定しないよ
うにすることができる。
【００７５】
　上記図７においては、図８に示す非逆光画像１５０ｃについての処理例も合わせて示し
てある。すなわち、上記類似度判定モジュール５１ｃが非逆光画像１５０ｃについて式（
１）に示す処理を実行する際には、上記図８に示す分布割合ａ３～ｅ３を成分としたベク
トルｇ３を上記式（１）におけるベクトルｇｎに代入して計算し、類似度が”０．８８”
であると算出する。しかし、非逆光画像１５０ｃについては非逆光画像処理部５１ｄ１に
て処理がなされることによって類似度が”－０．８８”となる。従って、画像種類判定モ
ジュール５１ｄがしきい値による判定を行うときには当該しきい値”０．８５”より小さ
いと判定し、逆光画像であると判定しない。
【００７６】
　本実施形態における非逆光画像処理部５１ｄ１においては、画像の中央付近に通常は主
被写体が存在し当該主被写体の輝度が高い場合にはその画像が逆光画像であるとの予想に
基づいて、その画像については逆光画像であるとの判別をしないようにしており、この非
逆光用の処理を実行することにより画像種類判定モジュール５１ｄにおける逆光画像の判
定精度を向上させることができる。むろん、非逆光画像処理部５１ｄ１における非逆光画
像の判別アルゴリズムは本実施形態におけるものに限定されず、他のアルゴリズムを採用
したり併用したりすることが可能である。
【００７７】
　例えば、上述のように画像を周縁の４領域とその内側の９領域に分割する構成が必須で
はなく、上記領域Ｓ１～Ｓ４を一つの領域とし領域Ｓ５～Ｓ１３を一つの領域として、画
像全体を周縁と中央の２つの領域に分割する構成等を採用することも可能である。この場
合には、各領域の輝度平均を算出するとともに、両輝度平均を比較し、中央の領域の輝度
平均が大きい場合に上記類似度判定モジュール５１ｃで判定した類似度に対して”－１”
を乗じればよい。
【００７８】
　また、画像種類判定モジュール５１ｄにおいてｃｏｓ成分に”－１”を乗じる構成の他
、輝度成分取得モジュール５１ａにて輝度成分を取得した時点で非逆光画像であるか否か
の判別を行って、非逆光であると判別されたときには分布割合算出モジュール５１ｂ，類
似度判定モジュール５１ｃ，画像種類判定モジュール５１ｄにおける処理を行わないよう
にする構成等も可能である。
【００７９】
　（３）印刷処理：
次に、上記ＡＰＬ２５にてＪＰＧファイル１５ａの画像を印刷する際に、ＰＲＴＤＲＶ２
１が実行する一連の処理をフローチャートに沿って説明する。図９は、ＰＲＴＤＲＶ２１
が実行する処理を示すフローチャートである。ＡＰＬ２５にてＪＰＧファイル１５ａの画
像印刷が指示され、上記図示しないＵＩによるパラメータ入力がなされると、ＰＲＴＤＲ
Ｖ２１の画像データ取得モジュール２１ａはステップＳ１００でＪＰＧファイル１５ａか
らその画素データを取得する。
【００８０】
　画像データ取得モジュール２１ａが画素データを取得すると、ステップＳ１０５にて画
像処理モジュール５０の逆光画像判定部５１がステップＳ１０５の類似度判定処理を実行
し、上記式（１）に基づく類似度を判定する。類似度が判定されると、さらに逆光画像判
定部５１はステップＳ１１０で当該類似度が”０．８５”より大きいか否かを判別する。
ステップＳ１１０による判別の後には明度補正部５２が起動され、同ステップＳ１１０で
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類似度が”０．８５”より大きいと判別されたときにはＪＰＧファイル１５ａの画像が逆
光画像であると判定し、ステップＳ１１５にて逆光画像用の明度補正を実行する。
【００８１】
　当該逆光画像用の明度補正においては、画像内の低輝度部分の輝度を変更し、明るくす
る処理を行うことにより逆光画像をあたかも順光画像のように補正する。この明度補正に
おけるアルゴリズムは公知の種々のアルゴリズムを採用することが可能であり、例えば、
γ補正等を採用可能である。このとき、理想とする順光画像の輝度平均値とＪＰＧファイ
ル１５ａの画像の輝度平均値とを使用してパラメータγを算出することによって当該順光
画像の輝度分布に近づけるように明度補正をすることができる。ステップＳ１１０で類似
度が”０．８５”より大きいと判別されないときには、ステップＳ１２０にて通常の画像
用の明度補正を実行する。当該通常画像用の明度補正においても種々のアルゴリズムを採
用可能であり、上記γ補正であっても良い。
【００８２】
　ステップＳ１２５においては、画像処理モジュール５０がさらに図示しない他の画像処
理を実行する。例えば、カラーバランス調整やホワイトバランス調整等種々の画像処理を
行うことができる。むろん、このステップＳ１２５は本発明にかかる逆光画像判定及び明
度補正の前に実行しても良い。尚、本実施形態において、上記ＬＵＴ１５ｃはＲＧＢデー
タとＣＭＹＫデータとを対応づけるテーブルであり、上記ＪＰＧファイル１５ａはＹＣｂ
Ｃｒの各色要素を階調表現したデータであるので、上記ステップＳ１２５においては当該
ＹＣｂＣｒデータをＲＧＢデータに変換する処理をも行っている。
【００８３】
　むろん、このようなＹＣｂＣｒデータからＲＧＢデータへの変換処理は上記ＡＰＬ２５
にて実行しても良いし、ＹＣｂＣｒデータとＲＧＢデータとを対応付けたＬＵＴを使用す
ることにより、このような変換を実行しないようにしても良い。ステップＳ１２５におけ
る画像処理が終了すると印刷データ生成モジュール２１ｂが起動され、ステップＳ１３０
にて色変換処理を行う。すなわち、上記ＨＤＤ１５に保存されたＬＵＴ１５ｃを参照して
、上記ＹＣｂＣｒデータからＲＧＢデータに変換された画素データを、さらにプリンタ４
０で使用するＣＭＹＫデータに変換する。
【００８４】
　ステップＳ１３５では、各画素のＣＭＹＫ階調値による色を各色インク滴の記録密度に
変換し、当該記録密度で印刷媒体にインクを付着させるためのヘッド駆動データを生成す
る。ステップＳ１４０では、当該ヘッド区駆動データをプリンタ４０で使用される順番に
並べ替えるラスタライズを行い、ステップＳ１４５では当該ラスタライズ後のデータに画
像の解像度などの所定の情報を付加して印刷データを生成し、上記パラレル通信用Ｉ／Ｏ
１９ｂを介してプリンタ４０に出力する。そして、ステップＳ１５０では、ステップＳ１
３０～Ｓ１４５の処理が上記ＪＰＧファイル１５ａの画像を構成する総てのラスタについ
て終了したか否かを判別し、全ラスタについて処理が終了したと判別されるまでステップ
Ｓ１３０以降の処理を繰り返す。この結果、プリンタ４０においては上記印刷データに基
づいて上記ＪＰＧファイル１５ａの画像を印刷する。
【００８５】
　（３－１）類似度判定処理：
次に、上記ステップＳ１０５における類似度判定処理を図１０に示すフローチャートに沿
って一連の流れで説明する。ステップＳ２００では、上記逆光画像判定部５１の輝度成分
取得モジュール５１ａが上記ＪＰＧファイル１５ａの画素データから輝度成分Ｙを取得す
る。ステップＳ２０５では分布割合算出モジュール５１ｂのヒストグラム生成部５１ｂ１
が上記取得した各画素の輝度成分Ｙからそのヒストグラムを生成し、ステップＳ２１０で
このヒストグラムの輝度値域を均等に５分割する。さらに、ステップＳ２１５では、当該
分布割合算出モジュール５１ｂが上記分割した値域ごとの分布割合を算出する。
【００８６】
　ステップＳ２２０では、上記類似度判定モジュール５１ｃが上記ＨＤＤ１５から分布割
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合データ１５ｂを取得し、ステップＳ２２５にて上記式（１）に分布割合データ１５ｂに
基づくベクトルｇ０と上記ステップＳ２１５にて算出した分布割合データに基づくベクト
ルｇｎとを代入し、類似度を算出する。ステップＳ２３０～Ｓ２４０では、上記比逆光画
像処理部５１ｄ１が処理を行っており、まずステップＳ２３０にて上記ＪＰＧファイル１
５ａの画像を上記領域Ｓ１～Ｓ１３に分割するとともに、各領域の輝度平均Ｙ nAVEを算出
する。
【００８７】
　ステップＳ２３５においては、輝度平均の最大値Ｙ maxが輝度平均Ｙ 5AVE～Ｙ 13AVEのい
ずれかであるか否かを判別し、同ステップＳ２３５にて輝度平均Ｙ 5AVE～Ｙ 13AVEのいず
れかであると判別されたときには、ステップＳ２４０において、上記算出された類似度（
ｃｏｓ成分）に”－１”を乗じる。ステップＳ２３５にて輝度平均の最大値Ｙ maxが輝度
平均Ｙ 5AVE～Ｙ 13AVEのいずれかであると判別されないときにはステップＳ２４０をスキ
ップする。
【００８８】
　以上の処理において、ＪＰＧファイル１５ａの画像が逆光画像であれば上記類似度が０
．８５より大きくなり、一般画像であれば上記類似度が０．８５より大きくならない。但
し、画像の中心部の平均輝度が大きく、上記ステップＳ２３５にて肯定的な判別がなされ
る画像においては、上記類似度が負の数となり０．８５より大きくならない。従って、上
記ステップＳ１１０の判別を経ることにより、上記ＪＰＧファイル１５ａの画像が逆光画
像であればステップＳ１１５で逆光画像用の明度補正がなされ、一般画像あるいは上記ス
テップＳ２３５にて肯定的な判別がなされる非逆光画像であればステップＳ１２０で通常
画像用の明度補正がなされる。
【００８９】
　（４）他の実施形態：
上記実施形態においては、逆光画像であるか否かを上記類似度で判定する際に、非逆光画
像を除外するために周縁の領域と中央の領域内の画素の平均輝度を算出して画像の位置に
よる輝度分布を考慮する処理を付加していたが、判定精度を向上するため、この他にも種
々の処理を付加することができる。例えば、ディジタルカメラによる撮像画像においては
、その露光時間の長短によって輝度分布が高輝度側あるいは低輝度側に偏って分布するの
で、このような輝度分布の偏りによる影響を少なくするような前処理を行っても効果的で
ある。
【００９０】
　図１１は、γ補正によって過露光画像を補整することにより逆光画像であるとの判定確
率を高める構成を説明する説明図である。この実施形態においてハードウェアは上記図１
に示す第１実施形態と同様の構成を採用可能である。処理としては類似度判定の前処理で
あり、分布割合算出モジュール５１ｂにこの判定処理を行わせるようにする構成等を採用
可能である。図１１の左側には、逆光画像であるが、過露光によって全画素の輝度が高く
なっている画像のヒストグラムを示している。
【００９１】
　このヒストグラムにおいては、上記逆光画像のヒストグラムと似た傾向を示しているも
のの、全体として高輝度の画素が多いため上記式（１）による判定においてこの画像の分
布割合と上記分布割合データ１５ｂとが類似していると判定されない場合がある。そこで
、この画素データについてγ補正を施すと、上記類似度判定モジュール５１ｃおよび画像
種類判定モジュール５１ｄにおける処理を変更することなく、逆光画像であるとの判定を
行うことができる。
【００９２】
　すなわち、γ補正は図１１の中央に示すように、入力データに対しγカーブで示される
補正を行って出力する処理であり、図１１中央に示すグラフにおいて破線で示すような補
正であれば、入出力が等しく画素データに変動はないが、破線で示す直線より小さい値を
有するカーブによれば入力輝度を低輝度寄りに補正することができるし、破線で示す直線
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より大きい値を有するカーブによれば入力輝度を高輝度寄りに補正することができる。
【００９３】
　図１１中央に示すグラフにおいて実線で示すようなγカーブでは、中明度領域の画素デ
ータを高輝度および低輝度に補正することができる。すなわち、入力輝度の中央値ｍｅｄ
より小さな輝度では入力値をそれより小さな値に補正し、中央値ｍｅｄより大きな輝度で
は入力値をそれより大きな値に補正することができる。上記図１１の左側に示すようなヒ
ストグラムを有する画像に対してこのようなγカーブで補正すると、図１１の右側に示す
ようなヒストグラムになるように画素データを補正することができる。
【００９４】
　この結果、低輝度側の２値域に多くの画素が分布し、最高輝度側の１値域にもある程度
の画素が分布し、中央の２値域にほとんど画素が分布しないようなヒストグラムを得るこ
とができ、このヒストグラムに対して上記類似度判定モジュール５１ｃおよび画像種類判
定モジュール５１ｄによる判定を実行すれば、逆光画像であると判定する確率が高くなる
。以上のような処理においては、中輝度の画素を低輝度および高輝度に分布させることに
よって逆光画像の分布に近づけているので、むろん、上述のような過露光の画像以外にも
露光不足の画像についても同様のγ補正によって逆光画像の輝度分布に近づけることがで
き、逆光画像であると判定する確率を高くすることができる。
【００９５】
　このようなγ補正は、類似度判定の前処理として分布割合算出モジュール５１ｂにおい
て実行することが好ましく、種々の指針に基づいて当該γ補正を実行するか否か決定する
ことができる。例えば、全画素の輝度平均を算出し、この輝度平均が予め決められた第１
のしきい値より大きければ過露光、予め決められた第２のしきい値より小さければ露光不
足として上記γ補正を実行したり、予め利用者にこの補正をすべきかどうか選択させてお
き、当該選択に基づいて上記γ補正を実行する構成等を採用可能である。
【００９６】
　図１２は、後者の構成を採用した場合に実行される類似度判定処理において、上記分布
割合算出モジュール５１ｂが担う処理を示している。同図において、上記図１０に示すフ
ローチャートと同様のステップについては同様の符号を付して示し、または省略している
。この実施形態では、上記印刷に必要な情報を入力させる図示しないＵＩにおいて上記γ
補正を実施するか否かを予め選択させる。ＵＩ上に例えば「露光調整後の逆光補正」など
の表示とともにラジオボタンを表示し、ラジオボタンがチェックされているときに当該γ
補正実行を示すフラグをオンにする。
【００９７】
　この構成において上記分布割合算出モジュール５１ｂが図１２に示す処理を実行すると
、ステップＳ２００にて上記ＪＰＧファイル１５ａの画素データから輝度成分Ｙを取得し
、ステップＳ３００にて上記フラグがオンになっているか否かを判別する。同ステップＳ
３００にて当該フラグがオンになっていると判別されたときには、ステップＳ３０５にて
上記取得した輝度成分Ｙに対して上記図１１の中央に示すγ補正を実行する。ステップＳ
３００にて上記フラグがオンになっていると判別されないときにはステップＳ３０５をス
キップする。
【００９８】
　そして、ステップＳ２０５にて輝度成分Ｙからそのヒストグラムを生成する。上記ステ
ップＳ３０５にてγ補正を行った場合は、上記図１１左側に示すような輝度ヒストグラム
が同図右側に示すような輝度ヒストグラムになる。従って、各値域の分布割合を成分とし
たベクトルはγ補正によって上記図６に示すベクトルｇ０に近づき、逆光状態で撮影され
た画像において過露光や露光不足が生じていた場合、ステップＳ２１０以降の処理によっ
て逆光画像と判定される確率が高くなる。
【００９９】
　以上説明したように、本発明においては画像種類の判定対象から輝度成分の分布割合を
取得し、当該分布割合と特定種類の画像における分布割合との類似度を判定し、類似と判
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定された場合に判定対象の画像が特定種類であると判定する。特定種類の画像における分
布割合として予め逆光画像の分布割合を取得しておけば、上記判定処理により、高精度に
逆光画像であるか否かを判定することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明にかかる画像処理装置を含むコンピュータの概略ハードウェア構成を示
す図である。
【図２】　コンピュータのＯＳに組み込まれたプリンタドライバの概略構成を示す図であ
る。
【図３】　逆光画像判定部の構成を示すブロック図である。
【図４】　逆光画像に対する処理の説明図である。
【図５】　逆光画像ではない一般画像に対する処理の説明図である。
【図６】　理想分布を算出する様子を説明する説明図である。
【図７】　類似度の算出例を示す図である。
【図８】　非逆光画像処理部における処理を説明するための説明図である。
【図９】　印刷処理のフローチャートである。
【図１０】　類似度判定処理のフローチャートである。
【図１１】　γ補正による処理を説明する説明図である。
【図１２】　類似度判定処理のフローチャートである。
【符号の説明】
１０…コンピュータ
１１…ＣＰＵ
１２…システムバス
１３…ＲＯＭ
１４…ＲＡＭ
１５…ＨＤＤ
１５０ａ…逆光画像
１５０ｂ…一般画像
１５０ｃ…非逆光画像
１５ａ…ＪＰＧファイル
１５ｂ…分布割合データ
１５ｃ…ＬＵＴ
１６…フレキシブルディスクドライブ
１７…ＣＤ－ＲＯＭドライブ
１８…ディスプレイ
２１…ＰＲＴＤＲＶ
２１ａ…画像データ取得モジュール
２１ｂ…印刷データ生成モジュール
２２…入力機器ＤＲＶ
２３…ディスプレイＤＲＶ
２５…ＡＰＬ
３１…キーボード
３２…マウス
４０…プリンタ
５０…画像処理モジュール
５１…逆光画像判定部
５１ａ…輝度成分取得モジュール
５１ｂ…分布割合算出モジュール
５１ｂ１…ヒストグラム生成部
５１ｃ…類似度判定モジュール
５１ｄ…画像種類判定モジュール
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５１ｄ１…非逆光画像処理部
５２…明度補正部

【 図 １ 】 【 図 ２ 】

(21) JP 3928704 B2 2007.6.13



【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】 【 図 ８ 】

【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】
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【 図 １ １ 】 【 図 １ ２ 】
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