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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　検出手段が、所定のフォルダに画像データが入力されたことを検出し、
　前記検出手段が、前記所定のフォルダに複数の前記画像データが入力されたことを検出
すると、処理手段が、前記画像データに画像処理を施すための画像処理パラメータを算出
する処理であって、前記複数の画像データから類似被写体画像データ群を抽出し、該類似
被写体画像データ群については、同一の画像処理パラメータを算出する処理を、前記所定
のフォルダに関連付けられた所定の処理として、ＯＳに対してバックグラウンドで前記画
像データに施すことを特徴とする画像処理方法。
【請求項２】
　前記処理手段が、前記複数の画像データからブラケット撮影画像データ群を抽出し、該
ブラケット撮影画像データ群については、予め定められた固定画像処理パラメータを、該
ブラケット撮影画像データ群についての画像処理パラメータとして設定する処理を前記所
定の処理としてさらに行うことを特徴とする請求項１記載の画像処理方法。
【請求項３】
　検出手段が、所定のフォルダに画像データが入力されたことを検出し、
　前記検出手段が、前記所定のフォルダに複数の前記画像データが入力されたことを検出
すると、処理手段が、前記画像データに画像処理を施すための画像処理パラメータを算出
する処理であって、前記複数の画像データからブラケット撮影画像データ群を抽出し、該
ブラケット撮影画像データ群については、前記画像処理パラメータ算出処理に代えて、予
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め定められた固定画像処理パラメータを、該ブラケット撮影画像データ群についての画像
処理パラメータとして設定する処理を、前記所定のフォルダに関連付けられた所定の処理
として、ＯＳに対してバックグラウンドで前記画像データに施すことを特徴とする画像処
理方法。
【請求項４】
　前記処理手段が、前記画像処理パラメータを前記画像データに付与する処理を前記所定
の処理としてさらに行うことを特徴とする請求項１から３のいずれか１項記載の画像処理
方法。
【請求項５】
　前記処理手段が、前記画像処理パラメータに基づいて、前記画像データに前記画像処理
を施して処理済み画像データを生成する処理を前記所定の処理としてさらに行うことを特
徴とする請求項１から４のいずれか１項記載の画像処理方法。
【請求項６】
　前記処理手段が、前記処理済み画像データを前記画像データとともに表示する処理を前
記所定の処理としてさらに行うことを特徴とする請求項５記載の画像処理方法。
【請求項７】
　前記処理手段が、前記処理済み画像データに対する、補正指示の入力を受け付け、該補
正指示に基づいて、新たな画像処理パラメータを算出する処理を前記所定の処理としてさ
らに行うことを特徴とする請求項６記載の画像処理方法。
【請求項８】
　前記処理手段が、前記画像データに前記画像処理が施されているか否かを判定し、
　前記画像処理が未処理の画像データにのみ、前記所定の処理を施すことを特徴とする請
求項１から７のいずれか１項記載の画像処理方法。
【請求項９】
　前記処理手段が、前記画像データが著作権情報により変更が禁止されているか否かを判
定し、
　前記著作権情報により変更が禁止されている画像データ以外の画像データにのみ、前記
所定の処理を施すことを特徴とする請求項１から８のいずれか１項記載の画像処理方法。
【請求項１０】
　所定のフォルダに画像データが入力されたことを検出する検出手段と、
　前記検出手段が、前記所定のフォルダに複数の前記画像データが入力されたことを検出
すると、前記画像データに画像処理を施すための画像処理パラメータを算出する処理であ
って、前記複数の画像データから類似被写体画像データ群を抽出し、該類似被写体画像デ
ータ群については、同一の画像処理パラメータを算出する処理を、前記所定のフォルダに
関連付けられた所定の処理として、ＯＳに対してバックグラウンドで前記画像データに施
す処理手段とを備えたことを特徴とする画像処理装置。
【請求項１１】
　前記処理手段は、複数の前記画像データが前記所定のフォルダに入力された場合に、前
記複数の画像データからブラケット撮影画像データ群を抽出し、
　該ブラケット撮影画像データ群については、前記画像処理パラメータ算出処理に代えて
、予め定められた固定画像処理パラメータを、該ブラケット撮影画像データ群についての
画像処理パラメータとして設定する処理を前記所定の処理としてさらに行う手段であるこ
とを特徴とする請求項１０記載の画像処理装置。
【請求項１２】
　所定のフォルダに画像データが入力されたことを検出する検出手段と、
　前記検出手段が、前記所定のフォルダに複数の前記画像データが入力されたことを検出
すると、前記画像データに画像処理を施すための画像処理パラメータを算出する処理であ
って、前記複数の画像データからブラケット撮影画像データ群を抽出し、該ブラケット撮
影画像データ群については、前記画像処理パラメータ算出処理に代えて、予め定められた
固定画像処理パラメータを、該ブラケット撮影画像データ群についての画像処理パラメー
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タとして設定する処理を、前記所定のフォルダに関連付けられた所定の処理として、ＯＳ
に対してバックグラウンドで前記画像データに施す処理手段とを備えたことを特徴とする
画像処理装置。
【請求項１３】
　前記処理手段は、前記画像処理パラメータを前記画像データに付与する処理をさらに行
う手段であることを特徴とする請求項１０から１２のいずれか１項記載の画像処理装置。
【請求項１４】
　前記処理手段は、前記画像処理パラメータに基づいて、前記画像データに前記画像処理
を施して処理済み画像データを生成する処理をさらに行う手段であることを特徴とする請
求項１０から１３のいずれか１項記載の画像処理装置。
【請求項１５】
　前記処理手段は、前記処理済み画像データを前記画像データとともに表示する処理をさ
らに行う手段であることを特徴とする請求項１４記載の画像処理装置。
【請求項１６】
　前記処理手段は、前記処理済み画像データに対する、補正指示の入力を受け付け、
　該補正指示に基づいて、新たな画像処理パラメータを算出する処理をさらに行う手段で
あることを特徴とする請求項１５記載の画像処理装置。
【請求項１７】
　前記処理手段は、前記画像データに前記画像処理が施されているか否かを判定し、前記
画像処理が未処理の画像データにのみ、前記所定の処理を施す手段であることを特徴とす
る請求項１０から１６のいずれか１項記載の画像処理装置。
【請求項１８】
　前記処理手段は、前記画像データが著作権情報により変更が禁止されているか否かを判
定し、前記著作権情報により変更が禁止されている画像データ以外の画像データにのみ、
前記所定の処理を施す手段であることを特徴とする請求項１０から１７のいずれか１項記
載の画像処理装置。
【請求項１９】
　コンピュータを、所定のフォルダに画像データが入力されたことを検出する検出手段と
、
　前記検出手段が、前記所定のフォルダに複数の前記画像データが入力されたことを検出
すると、前記画像データに画像処理を施すための画像処理パラメータを算出する処理であ
って、前記複数の画像データから類似被写体画像データ群を抽出し、該類似被写体画像デ
ータ群については、同一の画像処理パラメータを算出する処理を、前記所定のフォルダに
関連付けられた所定の処理として、ＯＳに対してバックグラウンドで前記画像データに施
す処理手段とを有する画像処理装置として機能させるためのプログラム。
【請求項２０】
　前記コンピュータを、前記複数の画像データからブラケット撮影画像データ群を抽出し
、該ブラケット撮影画像データ群については、予め定められた固定画像処理パラメータを
、該ブラケット撮影画像データ群についての画像処理パラメータとして設定する処理を前
記所定の処理としてさらに行う前記処理手段を有する画像処理装置として機能させるため
の請求項１９記載のプログラム。
【請求項２１】
　コンピュータを、所定のフォルダに画像データが入力されたことを検出する検出手段と
、
　前記検出手段が、前記所定のフォルダに複数の前記画像データが入力されたことを検出
すると、前記画像データに画像処理を施すための画像処理パラメータを算出する処理であ
って、前記複数の画像データからブラケット撮影画像データ群を抽出し、該ブラケット撮
影画像データ群については、前記画像処理パラメータ算出処理に代えて、予め定められた
固定画像処理パラメータを、該ブラケット撮影画像データ群についての画像処理パラメー
タとして設定する処理を、前記所定のフォルダに関連付けられた所定の処理として、ＯＳ
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に対してバックグラウンドで前記画像データに施す処理手段とを有する画像処理装置とし
て機能させるためのプログラム。
【請求項２２】
　前記コンピュータを、前記画像処理パラメータを前記画像データに付与する処理を前記
所定の処理としてさらに行う前記処理手段を有する画像処理装置として機能させるための
請求項１９から２１のいずれか１項記載のプログラム。
【請求項２３】
　前記コンピュータを、前記画像処理パラメータに基づいて、前記画像データに前記画像
処理を施して処理済み画像データを生成する処理を前記所定の処理としてさらに行う前記
処理手段を有する画像処理装置として機能させるための請求項１９から２２のいずれか１
項記載のプログラム。
【請求項２４】
　前記コンピュータを、前記処理済み画像データを前記画像データとともに表示する処理
を前記所定の処理としてさらに行う前記処理手段を有する画像処理装置として機能させる
ための請求項２３記載のプログラム。
【請求項２５】
　前記コンピュータを、前記処理済み画像データに対する、補正指示の入力を受け付け、
該補正指示に基づいて、新たな画像処理パラメータを算出する処理を前記所定の処理とし
てさらに行う前記処理手段を有する画像処理装置として機能させるための請求項２４記載
のプログラム。
【請求項２６】
　前記コンピュータを、前記画像データに前記画像処理が施されているか否かを判定し、
前記画像処理が未処理の画像データにのみ、前記所定の処理を施す前記処理手段を有する
画像処理装置として機能させるための請求項１９から２５のいずれか１項記載のプログラ
ム。
【請求項２７】
　前記コンピュータを、前記画像データが著作権情報により変更が禁止されているか否か
を判定し、前記著作権情報により変更が禁止されている画像データ以外の画像データにの
み、前記所定の処理を施す前記処理手段を有する画像処理装置として機能させるための請
求項１９から２６のいずれか１項記載のプログラム。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明はデジタルカメラ等により取得したデジタル画像データに対して、画像処理等の所
定の処理を施す画像処理方法および装置並びに画像処理方法をコンピュータに実行させる
ためのプログラムに関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
デジタルスチルカメラ（以下デジタルカメラとする）においては、撮影により取得した画
像をデジタル画像データとしてデジタルカメラ内部に設けられた内部メモリやメモリカー
ド等のメディアに記録し、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
に撮影により取得した画像を再生することができる。このように、デジタルカメラにより
取得した画像をモニタやプリンタにより再生する場合においては、ネガフイルムからプリ
ントされた写真と同様の高品位な画質を有するものとすることが期待されている。
【０００３】
このため、デジタルカメラにより取得された画像データをモニタやプリンタにおいて再生
する場合に、濃度補正処理、階調変換処理、色補正処理、シャープネス処理等の画像処理
を行うための種々の画像処理方法が提案されている。このような画像処理方法は、通常、
パソコンにインストールされた画像処理ソフトウェアにより実行される。そして、ユーザ
はデジタルカメラのメディアから画像データをパソコンのハードディスクに生成された所
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定のフォルダにコピーし、パソコンにインストールされた画像処理ソフトウェアを立ち上
げ、画像処理ソフトウェアによるＧＵＩを用いて、画像処理を施す画像データの選択、画
像処理のための種々の指示を行う。そして、画像処理ソフトウェアは、入力された指示に
基づいて画像データに画像処理を施し、これにより、処理済みの画像データが得られる。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
ところで、デジタルカメラを所有する一般的なユーザは、デジタルカメラにより取得され
た画像データについては、上記画像処理により画質を向上させる必要があるものであると
は認識しておらず、撮影に取得された画像データは既に高画質の画像を再生可能なもので
あると認識している。このようなユーザにとっては、デジタルカメラにより取得した画像
データをモニタやプリンタにおいて再生する際に、画像処理ソフトウェアを起動し、処理
を施す画像データの選択等の種々の指示を行うことは非常に面倒な作業である。
【０００５】
本発明は上記事情に鑑みなされたものであり、煩わしい作業を行うことなく、画像データ
に画像処理等の所定の処理を施すことを目的とする。
【０００６】
【課題を解決するための手段】
本発明による画像処理方法は、所定のフォルダに画像データが入力されたことを検出し、
前記所定のフォルダに関連付けられた所定の処理を、ウィンドウズ（登録商標）等のオペ
レーションシステム（以下ＯＳとする）に対してバックグラウンドで前記画像データに施
すことを特徴とするものである。
【０００７】
すなわち、本発明による画像処理方法は、ＧＵＩを持たず、所定のフォルダへの画像デー
タの入力を検出して、所定の処理を自動的に実行する、いわば画像処理デーモンにより行
われる処理である。
【０００８】
「所定のフォルダに画像データが入力されたことを検出する」とは、例えば、デジタルカ
メラのメモリカードに記憶された画像データを、所定のフォルダ（例えばウィンドウズ（
登録商標）の「My Pictures」フォルダ）へのコピーまたは移動を検出することをいう。
なお、この場合、コピーまたは移動の開始を検出するものであっても、コピーまたは移動
の終了を検出するものであってもよい。
【０００９】
「所定の処理」としては、画像データに対する拡大縮小処理、濃度補正処理、階調補正処
理、色補正処理、およびシャープネス処理等の画像処理、画像処理のための画像処理パラ
メータを算出する処理等が挙げられる。なお、モニタやプリンタ等、処理済み画像データ
を再生するデバイスに最適な画像が再生されるように画像処理を行うことが好ましい。ま
た、所定の処理は、画像処理のみならず、予め定められたフォルダやネットワーク接続さ
れたサーバに画像データを移動する処理、画像データのプリント注文をネットワークで行
うネットワークフォトサービスシステムに対してプリント注文を行う処理、複数の解像度
の画像データを生成する処理等であってもよい。
【００１０】
なお、所定の処理の実行中は、その旨を表すアイコン、ロゴマーク等の表示、または音を
鳴らす等の処理を行うことが好ましい。
【００１１】
ここで、本発明による画像処理方法においては、前記所定の処理を、複数の前記画像デー
タが前記所定のフォルダに入力された場合、前記複数の画像データから類似被写体画像デ
ータ群を抽出し、
該類似被写体画像データ群については、同一の画像処理パラメータを算出する処理として
もよい。
【００１２】
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「類似被写体画像データ群」としては、撮影時間が近接している複数の画像データ、撮影
場所および／または撮影方向が近接している複数の画像データ、連写機能を有するデジタ
ルカメラにより取得された画像データについては、連写されたことを表す情報が付与され
た複数の画像データ等を用いることができる。なお、撮影時間、撮影場所、撮影方向およ
び連写されたことを表す情報は、画像データのタグ情報やヘッダ情報に付与すればよい。
【００１３】
また、本発明による画像処理方法においては、前記所定の処理を、複数の前記画像データ
が前記所定のフォルダに入力された場合、前記複数の画像データからブラケット撮影画像
データ群を抽出し、
該ブラケット撮影画像データ群については、前記画像処理パラメータ算出処理に代えて、
予め定められた固定画像処理パラメータを、該ブラケット撮影画像データ群についての画
像処理パラメータとして設定する処理としてもよい。
【００１４】
「ブラケット撮影」とは、同一被写体について、露出、彩度および／またはコントラスト
を複数段階に変更して複数の画像を撮影することをいう。なお、画像データがブラケット
撮影により得られたか否かは、画像データに付与されたタグ情報やヘッダ情報の記述に基
づいて判定すればよい。
【００１５】
また、本発明による画像処理方法においては、前記画像処理パラメータを前記画像データ
に付与する処理をさらに行ってもよい。
【００１６】
さらに、本発明による画像処理方法においては、前記画像処理パラメータに基づいて、前
記画像データに前記画像処理を施して処理済み画像データを生成する処理をさらに行って
もよい。
【００１７】
なお、画像データに画像処理を施した場合、処理前の画像データはそのまま保管してもよ
いが、所定のフォルダから削除してもよい。
【００１８】
また、本発明による画像処理方法においては、前記処理済み画像データを前記画像データ
とともに表示する処理をさらに行ってもよい。
【００１９】
また、本発明による画像処理方法においては、前記処理済み画像データに対する、補正指
示の入力を受け付け、該補正指示に基づいて、新たな画像処理パラメータを算出する処理
をさらに行ってもよい。
【００２０】
さらに、本発明による画像処理方法においては、前記画像データに前記画像処理が施され
ているか否かを判定し、
前記画像処理が未処理の画像データにのみ、前記所定の処理を施すようにしてもよい。
【００２１】
また、本発明による画像処理方法においては、前記画像データが著作権情報により変更が
禁止されているか否かを判定し、
前記著作権情報により変更が禁止されている画像データ以外の画像データにのみ、前記所
定の処理を施すようにしてもよい。
【００２２】
本発明による画像処理装置は、所定のフォルダに画像データが入力されたことを検出する
検出手段と、
前記所定のフォルダに関連付けられた所定の処理を、ＯＳに対してバックグラウンドで前
記画像データに施す処理手段とを備えたことを特徴とするものである。
【００２３】
なお、本発明による画像処理装置においては、前記処理手段を、前記画像データに画像処
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理を施すための画像処理パラメータを算出する処理を行う手段としてもよい。
【００２４】
また、本発明による画像処理装置においては、前記処理手段を、複数の前記画像データが
前記所定のフォルダに入力された場合に、前記複数の画像データから類似被写体画像デー
タ群を抽出し、
該類似被写体画像データ群については、同一の画像処理パラメータを算出する処理を行う
手段としてもよい。
【００２５】
さらに、本発明による画像処理装置においては、前記処理手段を、複数の前記画像データ
が前記所定のフォルダに入力された場合に、前記複数の画像データからブラケット撮影画
像データ群を抽出し、
該ブラケット撮影画像データ群については、前記画像処理パラメータ算出処理に代えて、
予め定められた固定画像処理パラメータを、該ブラケット撮影画像データ群についての画
像処理パラメータとして設定する処理を行う手段としてもよい。
【００２６】
また、本発明による画像処理装置においては、前記処理手段を、前記画像処理パラメータ
を前記画像データに付与する処理をさらに行う手段としてもよい。
【００２７】
また、本発明による画像処理装置においては、前記処理手段を、前記画像処理パラメータ
に基づいて、前記画像データに前記画像処理を施して処理済み画像データを生成する処理
をさらに行う手段としてもよい。
【００２８】
さらに、本発明による画像処理装置においては、前記処理手段を、前記処理済み画像デー
タを前記画像データとともに表示する処理をさらに行う手段としてもよい。
【００２９】
また、本発明による画像処理装置においては、前記処理手段を、前記処理済み画像データ
に対する、補正指示の入力を受け付け、
該補正指示に基づいて、新たな画像処理パラメータを算出する処理をさらに行う手段とし
てもよい。
【００３０】
また、本発明による画像処理装置においては、前記処理手段を、前記画像データに前記画
像処理が施されているか否かを判定し、前記画像処理が未処理の画像データにのみ、前記
所定の処理を施す手段としてもよい。
【００３１】
さらに、本発明による画像処理装置においては、前記処理手段を、前記画像データが著作
権情報により変更が禁止されているか否かを判定し、前記著作権情報により変更が禁止さ
れている画像データ以外の画像データにのみ、前記所定の処理を施す手段としてもよい。
【００３２】
なお、本発明による画像処理方法をコンピュータに実行させるためのプログラムとして提
供してもよい。
【００３３】
【発明の効果】
本発明によれば、画像データをコピーまたは移動等により所定のフォルダに入力するとそ
れが検出され、そのフォルダに関連付けられた所定の処理が、ＯＳのバックグラウンドで
画像データに施される。
【００３４】
このため、ユーザが、デジタルカメラ等のメディアに保管されている画像データを、ユー
ザのパソコンに生成された所定のフォルダにコピーまたは移動させるのみで、所定の処理
が自動的に実行されるため、画像データに所定の処理を施すために、ソフトウェアを立ち
上げたり、処理のための指示を行う必要がなくなり、これにより、画像データに簡易に所
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定の処理を施すとができる。
【００３５】
また、所定の処理を画像データに画像処理を施すための画像処理パラメータを算出する処
理とした場合、画像処理パラメータを算出するために、画像処理ソフトウェアを立ち上げ
たり、画像処理のための指示を行う必要がなくなり、これにより、簡易に画像処理パラメ
ータを算出することができる。
【００３６】
また、複数の画像データが所定のフォルダに入力された場合に、複数の画像データから類
似被写体画像データ群を抽出し、これら類似被写体画像データ群に対しては、同一の画像
処理パラメータを算出すれば、被写体が類似して略同一の画像処理パラメータが算出され
る場合に、各画像データ毎に画像処理パラメータを算出する必要がなくなるため、画像処
理パラメータの算出のための演算時間を短縮することができる。
【００３７】
さらに、複数の画像データが所定のフォルダに入力された場合に、複数の画像データから
ブラケット撮影画像データ群を抽出し、これらブラケット撮影画像データ群に対しては、
画像処理パラメータ算出処理に代えて、予め定められた固定画像処理パラメータを、ブラ
ケット撮影画像データ群についての画像処理パラメータとして設定することにより、ブラ
ケット撮影による露出等の変更の効果が解消されてしまう画像処理パラメータが算出され
ることがなくなる。また、固定画像処理パラメータによりブラケット撮影画像データ群に
画像処理を施せば、ブラケット撮影による露出等の変更の効果を反映させた画像を再現可
能な処理済み画像データを得ることができる。
【００３８】
また、画像処理パラメータを画像データに付与すれば、画像処理が未処理の画像データを
保存しつつも、画像データに付与された画像処理パラメータを参照して画像データに対す
る画像処理を容易に行うことができる。
【００３９】
また、画像処理パラメータに基づいて、画像データに画像処理を施して処理済み画像デー
タを生成すれば、画像処理の効果を直ちに認識することができる。
【００４０】
この場合、処理済み画像データを処理前の画像データとともに表示すれば、画像処理の効
果を一見して認識することができる。
【００４１】
また、この場合、処理済み画像データに対する補正指示の入力を受け付け、入力された補
正指示に基づいて、新たな画像処理パラメータを算出することにより、ユーザの意図を反
映させた画像処理を行うことが可能な画像処理パラメータを得ることができる。したがっ
て、この画像処理パラメータＰにより画像データに画像処理を施すことにより、ユーザの
意図を反映させた画像を再生可能な処理済み画像データを得ることができる。
【００４２】
なお、既に画像処理が施された画像データについて、さらに画像処理パラメータを算出す
る処理を行った場合、その画像処理パラメータにより画像データに画像処理を施すと、却
って画質が低下するおそれがある。このため、画像データに画像処理が施されているか否
かを判定し、画像処理が未処理の画像データにのみ所定の処理を施すことにより、処理済
み画像データの画質が却って低下してしまうことを防止することができる。
【００４３】
また、画像データによっては、著作権により色の変更や階調の変更が禁止されている場合
がある。したがって、画像データが著作権情報により変更が禁止されているか否かを判定
し、著作権情報により変更が禁止されている画像データ以外の画像データにのみ所定の処
理を施すことにより、画像データが有する著作権が侵害されることを防止することができ
る。
【００４４】
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【発明の実施の形態】
以下図面を参照して本発明の実施形態について説明する。図１は本発明の実施形態による
画像処理装置の構成を示す概略ブロック図である。本発明による画像処理装置は、パソコ
ン１にインストールされた画像処理デーモンにより、画像データに対する処理をＯＳのバ
ックグラウンドで実行するものである。
【００４５】
パソコン１は、ハードディスク２、モニタ３、キーボードおよびマウスからなる入力手段
４、ＣＤ－ＲＯＭドライブおよびデジタルカメラ用のメディア（スマートメディア、コン
パクトフラッシュ(登録商標)等）から画像データＳを読み取るためのＰＣカードスロット
等の読出手段５、並びに画像データＳをプリント出力するプリンタ６とを備える。
【００４６】
画像処理デーモンは、予め定められた所定のフォルダＦに画像データＳがコピーまたは移
動されて入力されたことを検出すると、画像データＳに対する処理をＯＳのバックグラウ
ンドで実行するものである。まず、画像処理デーモンの初期設定について説明する。
【００４７】
画像処理デーモンの初期設定画面において、画像データＳが入力されるフォルダＦと、画
像データＳに対して施される処理との関連付けを行う。なお、フォルダＦが作成されてい
ない場合には、新たにフォルダＦを作成する。また、人物の画像等、所定の条件を満たす
画像を表す画像データＳに対してのみ処理が施されるように設定を行ってもよい。
【００４８】
具体的には、画像データＳに画像処理を施すための画像処理パラメータＰの算出、算出さ
れた画像処理パラメータＰにより画像データＳに画像処理を施して処理済み画像データＳ
１を得るか否かの設定、処理済み画像データＳ１をモニタ出力するかプリント出力するか
の設定、画像処理を施す場合に処理前の画像データＳを保管するか否かの設定、処理済み
画像データＳ１の保管場所の設定、算出された画像処理パラメータＰにより画像データＳ
に画像処理を施すことなく画像データＳに画像処理パラメータＰを付与するか否かの設定
等の初期設定が行われる。なお、初期設定は画像処理デーモンのＧＵＩを用いて行われる
。なお、本実施形態においては、画像処理パラメータＰを算出し、プリントおよびモニタ
の双方に出力するために、算出された画像処理パラメータＰにより画像データＳに対して
画像処理を施し、フォルダＦとは異なるフォルダＦ１に処理済み画像データＳ１を保管す
る処理をフォルダＦと関連付けるものとする。なお、処理前の画像データＳはフォルダＦ
に保管しておくものとする。
【００４９】
次いで、本実施形態の動作について説明する。図２は本実施形態の動作を示すフローチャ
ートである。なお、本実施形態においては、複数の画像データＳが順次フォルダＦに入力
されるものとする。まず、フォルダＦに何らかのデータが入力されたか否かが判定される
（ステップＳ１）。具体的には、読出手段５を用いることにより、メモリカードから画像
データＳをフォルダＦにコピーするまたは移動する指示があったか否かが判定される。な
お、画像データＳのコピーまたは移動が完了したことを検出することにより、ステップＳ
１の判定を行ってもよい。
【００５０】
次いで、フォルダＦに入力されたデータが画像データであるか否かが判定される（ステッ
プＳ２）。具体的には、画像データＳを構成するファイルの先頭バイトをチェックするこ
とによりこの判定が行われる。ここで、デジタルカメラにより取得された画像データのフ
ァイル形式であるＥｘｉｆ形式の場合、ファイルの先頭バイトは、「４Ｄ，３Ｄ，００，
２Ａ」となっており、ＪＰＥＧ形式のファイルの先頭バイトは「ＦＦ，Ｄ８，ＦＦ，Ｅ１
」となっている。したがって、ファイルの先頭バイトが「４Ｄ，３Ｄ，００，２Ａ」また
は「ＦＦ，Ｄ８，ＦＦ，Ｅ１」となっているか否かを判定することにより、入力されたフ
ァイルが画像ファイルであるか否かを判定できる。なお、画像データＳのファイル形式が
ビットマップ形式である場合には、ファイルにおいてそのファイルのプロパティを記述す
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るプロパティ領域にファイル形式が記述されている。したがって、入力されたデータファ
イルにおけるプロパティ領域を参照することにより、そのファイルがビットマップ形式で
あるか否かを判定することができる。
【００５１】
ステップＳ２が否定されると入力されたデータは画像データではなく、画像処理パラメー
タＰを算出できないことから、ステップＳ１に戻る。ステップＳ２が肯定されると、入力
された画像データＳに対して既に画像処理が施されているか否かが判定される（ステップ
Ｓ３）。ここで、デジタルカメラにおいて取得された画像データＳは画像処理デーモンに
よっては画像処理は施されていないはずであるが、画像処理デーモンにより画像処理を施
した処理済み画像データＳ１を、ユーザが友人に渡したり、画像保管サーバに保管したり
した場合には、その処理済み画像データＳ１がユーザのパソコン１に入力される場合があ
る。本実施形態においては、このような場合を想定してステップＳ３の判定を行うように
したものである。
【００５２】
ここで、画像データＳのファイル形式がＥｘｉｆ形式である場合には、ファイルのタグ情
報に画像処理済みであるか否かを表す情報が記述されている。また、ファイル形式がＪＰ
ＥＧ形式である場合には、ファイルのヘッダ情報に画像処理済みであるか否かを表す情報
が記述されている。したがって、ファイルのタグ情報またはヘッダ情報を参照することに
より、その画像データＳが画像処理済みであるか否かを判定することができる。なお、画
像データＳのファイル形式がビットマップ形式である場合には、画像処理済みであること
を示す情報を電子透かしとして画像データＳに埋め込むようにし、電子透かしを検出し、
画像処理済みであることを示す情報の有無を検出することにより、その画像データＳが画
像処理済みであるか否かを判定することができる。また、画像データＳのファイル形式が
ビットマップ形式である場合に、ファイルにおいてプロパティを記述するプロパティ領域
に画像処理済みであるか否かを表す情報を記述するようにすれば、プロパティ領域を参照
することにより、そのファイルが画像処理済みであるか否かを判定することができる。
【００５３】
ここで、画像データＳに既に画像処理が施されている場合には、さらに画像処理パラメー
タＰを算出して、その画像処理パラメータＰによりその画像データＳに対して画像処理を
施すと、処理隅画像データＳ１の画質が却って低下するおそれがある。このため、画像デ
ータＳが画像処理が施された画像データＳ１であるか否かを判定し、画像処理が未処理の
画像データに対してのみ後述する画像処理パラメータＰの算出を行って画像処理を施すこ
とにより、処理済み画像データＳ１の画質が却って低下してしまうことを防止しているも
のである。
【００５４】
画像データＳが既に画像処理が施されたものであり、ステップＳ３が肯定された場合には
、その画像処理を施した画像処理デーモンのソフトウェアのバージョンが、本実施形態に
よる画像処理デーモンのバージョンよりも古いか否かが判定される（ステップＳ４）。こ
こで、本実施形態による画像処理デーモンはソフトウェアで提供されるためバージョンア
ップが容易であり、また、ソフトウェアのバージョンアップにより画像処理の性能も向上
する。
【００５５】
このため、ステップＳ４において画像データＳに対して画像処理を施した画像処理デーモ
ンのバージョンが、現在パソコン１にインストールされている画像処理デーモンのバージ
ョンよりも古い場合には、新しいバージョンの画像処理デーモンにより画像処理を施した
方が、より高画質の画像を再生可能な処理済み画像データＳ１が得られるものである。し
たがって、ステップＳ４において画像データＳに画像処理を施した画像処理デーモンのソ
フトウェアのバージョンを判定し、バージョンが古い場合には、本実施形態の画像処理デ
ーモンにより画像処理を施し直すようにするものである。このため、ステップＳ４が肯定
されるとさらに次のステップに進む。ステップＳ４が否定されるとステップＳ１に戻る。
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【００５６】
次のステップＳ５においては、著作権情報によりその画像データＳに対して、濃度補正処
理、階調変換処理および／または色変換処理を施すことによって、画像データＳを変更す
ることが禁止されているか否かが判定される。ここで、画像データＳのファイル形式がＥ
ｘｉｆ形式である場合にはタグ情報に、ＪＰＥＧ形式である場合にはヘッダ情報に著作権
情報が記述される。また、ビットマップ形式である場合には電子透かしとして著作権情報
を画像データＳに埋め込んでおけばよい。また、著作権情報は改ざん防止のために暗号化
されていることが好ましい。暗号化されている場合には、暗号を解読して著作権情報を検
出し、変更が禁止されているか否かを判定する。ステップＳ５が肯定された場合には、ス
テップＳ１に戻る。
【００５７】
ステップＳ５が否定されると、画像処理パラメータＰが算出される（ステップＳ６）。図
３は、画像処理パラメータＰの算出処理の流れを示すブロック図である。なお、本実施形
態においては、画像データＳのファイル形式はＥｘｉｆ形式であり、既に解凍されている
ものとする。
【００５８】
本実施形態においては、オートセットアップにより、画像データＳに対して濃度補正処理
、階調変換処理、色補正処理およびシャープネス処理等の局所処理を施すためのパラメー
タが画像処理パラメータＰとして算出される。まず、演算量を低減するために画像データ
Ｓに対して縮小処理が施され、オートセットアップにより、画像データＳのタグ情報に付
与された被写体輝度、ストロボの有無等の情報に基づいて画像データＳが解析され、パラ
メータが算出される。ここで、濃度補正および階調補正については１次元ルックアップテ
ーブルが、色補正については３×３マトリクスが、局所処理については局所処理プロファ
イルがそれぞれパラメータとして算出される。
【００５９】
一方、デジタルカメラは、その機種に応じて再生画像の画質が異なるものである。このた
め、デジタルカメラにおいて得られた画像データＳに対して、オートセットアップにより
算出したパラメータを用いて画像処理を施した場合、機種に応じて再生画像の画質が異な
るものとなってしまう。したがって、本実施形態においては、画像データＳに画像処理を
施す際には、デジタルカメラの階調特性および色特性を吸収するための３次元ルックアッ
プテーブル（ＬＵＴ１とする）により、画像データＳに対して画像処理を施して、デジタ
ルカメラの機種毎の画質の差異が吸収された標準色空間の画像データＳを得るようにして
いる。なお、ＬＵＴ１はデジタルカメラの機種毎に生成され、画像処理デーモンにより管
理されている。なお、ＬＵＴ１に代えて、階調補正のための１次元ルックアップテーブル
および色補正のための３×３マトリクスを用いてもよい。
【００６０】
なお、デジタルカメラにおいて取得された画像データＳは、ＩＴＵ－Ｒ　ＢＴ．７０９（
ＲＥＣ．７０９）に準拠したものであるが、上述したように機種に応じた階調特性および
色特性を有するものとなっている。ここで、上記ＬＵＴ１によって画像データＳを修正す
ることにより、画像データＳは、機種毎の特性の差異が吸収されたＢＴ．７０９の画像デ
ータＳとされる。
【００６１】
本実施形態においては、オートセットアップにより算出された、濃度補正および階調補正
のための１次元ルックアップテーブル、色補正のための３×３マトリクス、局所処理のた
めの局所処理プロファイル、並びにＬＵＴ１を画像処理パラメータＰとして算出する。な
お、濃度補正および階調補正のための１次元ルックアップテーブルおよび色補正のための
３×３マトリクスから３次元ルックアップテーブル（ＬＵＴ２とする）を算出し、このＬ
ＵＴ２を画像処理パラメータＰとしてもよい。さらに、ＬＵＴ１およびＬＵＴ２を合成し
たＬＵＴ３を算出し、このＬＵＴ３を画像処理パラメータＰとしてもよい。また、ＩＣＣ
に準拠したプロファイルであってもよい。ここで、ルックアップテーブルを用いた方が、
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画像データに対して画像処理を施した際にビット落ちが少なくなるため、画像処理時によ
り高画質の処理済み画像データＳ１をより高速に得ることができる。
【００６２】
このような画像処理パラメータＰにより画像処理が施された画像データＳは標準的な色空
間の画像データであるｓＲＧＢ画像データとなる。
【００６３】
図２に戻り、画像処理パラメータＰの算出後、算出された画像処理パラメータＰに基づい
ての画像データＳに対する画像処理がフォルダＦに関連付けられているか否かが判定され
る（ステップＳ７）。本実施形態においては、画像処理パラメータＰにより画像データＳ
に対して画像処理を施す処理がフォルダＦに関連付けられているため、ステップＳ７が肯
定される。ステップＳ７が肯定されると、画像データＳに対して画像処理パラメータＰに
より画像処理が施される（ステップＳ８）。なお、本実施形態においては、モニタ表示用
およびプリント出力用の処理済み画像データＳ１ｍ，Ｓ１ｐを生成する処理がフォルダＦ
に関連付けられているため、これらの処理済み画像データＳ１ｍ，Ｓ１ｐが生成される。
【００６４】
まず、モニタ表示用の画像処理について説明する。最初に、画像データＳに対してモニタ
表示に適したサイズとなるように縮小処理が施される。この縮小処理は画像データＳによ
り表される画像のサイズをＶＧＡサイズ（６４０×４８０画素）に縮小する処理である。
まず、デジタルカメラの機種の特性を吸収するために、画像データＳが画像処理パラメー
タＰのＬＵＴ１により変換される。さらに、１次元ルックアップテーブルにより濃度補正
処理および階調変換処理が施され、３×３マトリクスにより色補正処理が施され、さらに
、局所処理プロファイルにより局所処理が施されて、モニタ表示用の処理済み画像データ
Ｓ１ｍが得られる。
【００６５】
なお、濃度補正処理、階調変換処理および色補正処理をＬＵＴ２により同時に行うように
してもよい。さらに、ＬＵＴ３により、機種特性を吸収する処理、濃度補正処理、階調変
換処理および色補正処理を同時に行うようにしてもよい。
【００６６】
一方、プリント出力用の画像処理は、まず画像データＳにより表される画像のサイズをプ
リントサイズとするための拡大縮小処理が行われ、さらに、拡大縮小された画像データＳ
に対して、ＬＵＴ３による機種特性を吸収する処理、濃度補正処理、階調変換処理および
色補正処理が施され、さらに局所プロファイルによる局所処理が施される。なお、ＬＵＴ
３に代えて、ＬＵＴ１およびＬＵＴ２、またはＬＵＴ１、濃度補正用の１次元ルックアッ
プテーブル、階調変換用の１次元ルックアップテーブルおよび色補正用の３×３マトリク
スにより処理を施してもよい。さらに、処理が施された画像データＳを出力デバイスに適
した色空間に変換する出力処理を画像データＳに対して施して、プリント出力用の処理済
み画像データＳ１ｐを得る。
【００６７】
このようにして得られた処理済み画像データＳ１ｍ，Ｓ１ｐ（以下総称してＳ１とする）
は、フォルダＦ１に保管される（ステップＳ９）。そして、他に入力された画像データＳ
があるか否かが判定され（ステップＳ１０）、ステップＳ１０が肯定された場合は、ステ
ップＳ２に戻る。ステップＳ１０が否定された場合は、ステップＳ１に戻る。
【００６８】
なお、本実施形態においては、画像データＳをフォルダＦに保管しているが、画像データ
ＳをフォルダＦから削除する処理をフォルダＦに関連付けてもよい。この場合、処理済み
画像データＳ１をフォルダＦ１ではなくフォルダＦに保管する処理をフォルダＦに関連付
けてもよい。
【００６９】
ここで、本実施形態においては、算出された画像処理パラメータＰにより画像データＳに
対して画像処理を施して処理済み画像データＳ１を得る処理がフォルダＦに関連付けられ
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ているが、画像処理パラメータＰの算出のみを行い、算出された画像処理パラメータＰを
画像データＳに付与する処理がフォルダＦに関連付けられている場合がある。この場合に
は、ステップＳ７が否定され、画像データＳに画像処理パラメータＰが付与され（ステッ
プＳ１１）、画像処理パラメータＰが付与された画像データＳがフォルダＦ１に保管され
ることとなる。なお、フォルダＦ１に代えてフォルダＦに画像処理パラメータＰが付与さ
れた画像データＳを保管しておいてもよい。
【００７０】
ここで、画像データＳのタグ情報に画像処理パラメータＰを記述する、または画像処理パ
ラメータＰを記述したファイルを生成し、このファイルを画像データＳと関連付けてフォ
ルダＦまたはフォルダＦ１に保管する等により、画像処理パラメータＰを画像データＳに
付与することができる。なお、画像処理パラメータＰを記述したファイルのファイル名は
、画像データＳとは拡張子のみが異なる同一のファイル名を付与すればよい。また、デジ
タルカメラにおける画像データＳの取得時に、画像データＳを特定するＩＤをタグ情報と
して記述する場合がある。このような場合には、画像処理パラメータＰのファイル名にこ
のＩＤを付与してもよい。
【００７１】
なお、画像データＳに画像処理パラメータＰを付与した場合において、とくに処理済み画
像データＳ１をモニタ３に表示したい場合には、画像データＳ１の選択後に画像処理パラ
メータＰを用いて画像データＳに対して画像処理が施されるため、表示のレスポンスが悪
くなる。したがって、モニタ表示用の処理済み画像データＳ１については、画像処理パラ
メータＰに基づいて予め作成しておくことが好ましい。
【００７２】
このように、本実施形態においては、ユーザが、デジタルカメラ等のメディアに保管され
ている画像データＳを、ユーザのパソコンに生成されたフォルダＦに入力するのみで、画
像処理デーモンが動作して画像処理パラメータＰの算出、さらには画像処理パラメータＰ
に基づく画像処理がＯＳのバックグラウンドで行われるため、画像処理パラメータＰの算
出のために、画像処理ソフトウェアを立ち上げたり、画像処理のための指示を行う必要が
なくなり、これにより、簡易に画像処理パラメータＰの算出および画像処理を行うことが
できる。
【００７３】
なお、画像処理デーモンはＧＵＩを持たず、ＯＳのバックグラウンドで動作するため、画
像処理デーモンが動作中であるにも拘わらず、ユーザがパソコン１の電源をオフとしてし
まう場合がある。これを防止するために、画像処理デーモンが動作中であることを示すア
イコンやロゴマークをモニタ３の画面上に表示することが好ましい。この場合、アイコン
やロゴマークを画面上において移動させたり、回転させたり、色を代えたり、ブリンクさ
せる等、その表示を動的にすることにより、画像処理デーモンが動作中であることを示す
ようにしてもよい。
【００７４】
さらには、図４に示すように、アイコンやロゴマーク（以下アイコンＩとする）をウィン
ドウズ（登録商標）のタスクトレーに表示してもよい。この場合、アイコンＩを回転させ
たり、色を代えたり、ブリンクさせる等、その表示を動的にすることにより、画像処理デ
ーモンが動作中であることを示すことが好ましい。
【００７５】
さらに、アイコンＩの表示に代えて、小さなアラーム音を１０秒おきに鳴らしたり、ＢＧ
Ｍ的な音楽を鳴らしてもよい。
【００７６】
なお、画像処理デーモンの動作中にパソコン１の電源をオフとしたい場合には、ユーザの
操作により、画像処理デーモンの動作を停止させるようにしてもよい。例えば、モニタ３
に表示されているアイコンＩのクリックにより、図５に示すように画像処理デーモンのメ
ニューを表示させ、このメニューから処理停止を選択
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させることにより、画像処理デーモンの処理を停止させることができる。この場合、画像
処理デーモンは、未処理（処理中であったものを含む）の画像データＳをハードディスク
２に保管する。一方、画像処理デーモンの処理を停止させることなくパソコン１の電源が
オフとされた場合には、画像処理デーモンが自動的に未処理の画像データをハードディス
ク２に保管する。そして、再度パソコン１を立ち上げたときに、未処理の画像データＳが
ハードディスク２に保管されている場合には、画像処理デーモンは、この画像データＳに
対する画像処理パラメータＰの算出の処理を実行する。
【００７７】
ところで、デジタルカメラにおいて取得された画像データＳのファイル名は、例えば「Ds
c00001.jpg」のように、１から始まるシリアル番号が付与される場合が多い。ここで、デ
ジタルカメラにおいて電池切れ等により新たにフォーマットされたメディアを用いて撮影
を行った場合、そのメディアに記録される画像データＳには、１から始まるシリアル番号
が付与される。このため、その新たなメディアからパソコン１のフォルダＦに画像データ
Ｓを入力した際、および新たなメディアから入力した画像データＳについての処理済み画
像データＳ１をフォルダＦ１に保管する際に、ファイル名のバッティングが生じる。
【００７８】
ファイル名のバッティングを回避するために、画像処理デーモンは、メディアからの画像
データＳのコピーまたは移動のイベントを検出し、画像データＳのファイル名を画像処理
デーモンが管理する一意のファイル名に変換する。例えば、画像処理デーモンが管理する
シリアル番号を付与する。なお、画像処理デーモンは、このファイル番号をレジストリ、
ファイル、データベース等、永続性のある記憶領域において管理する。
【００７９】
一方、画像処理後、画像データＳをフォルダＦから削除する場合には、ファイル名のバッ
ティングは生じないが、処理済み画像データＳ１に処理前の画像データＳのファイル名を
使用すると、処理済み画像データＳ１をフォルダＦ１に保管する際に、ファイル名のバッ
ティングが生じる。この場合は、画像処理デーモンは、処理済み画像データＳ１を生成す
る際に、画像処理デーモンが管理するシリアル番号を処理済み画像データＳ１のファイル
名として付与することにより、ファイル名のバッティングを回避することができる。なお
、この場合も画像処理デーモンは、ファイル番号をレジストリ、ファイル、データベース
等、永続性のある記憶領域において管理する。
【００８０】
また、デジタルカメラにおいて取得された画像データＳは、予め定められた圧縮率により
圧縮されている。この圧縮率はユーザがデジタルカメラにおいて設定することができるた
め、フォルダＦに入力される画像データＳは様々な圧縮率を有するものとなる。画像処理
デーモンは、画像データＳに対して画像処理を施す際に画像データＳを解凍し、画像処理
後、処理済み画像データＳ１を圧縮するが、この際、入力された画像データＳの圧縮率と
同一の圧縮率により処理済み画像データＳ１を圧縮する。但し、ファイルサイズを小さく
したい場合、ファイルサイズが予め定められた値よりも大きい場合には、さらに高い圧縮
率により処理済み画像データＳ１を圧縮してもよい。この設定は、画像処理デーモンの初
期設定画面において行えばよい。
【００８１】
また、本実施形態においては、モニタ表示用の処理済み画像データＳ１ｍを得、さらに処
理前の画像データＳをフォルダＦに保管しているため、処理前の画像と処理後の画像との
比較、さらには画像処理パラメータＰのマニュアル調整を行うことができる。以下、処理
前後の画像の比較およびマニュアル調整について説明する。ユーザは、画像処理デーモン
による画像処理が終了した後、マニュアルセットアップ画面を表示する。このマニュアル
セットアップ画面は、図５に示すようにモニタ３に表示されたアイコンＩをクリックして
表示されるメニューに「マニュアルセットアップ」を加えておき、「マニュアルセットア
ップ」を選択させることにより表示することができる。マニュアルセットアップの選択に
より、まず一覧表示画面が表示される。
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【００８２】
図６は一覧表示画面の例を示す図である。図６に示すように、一覧表示画面には、フォル
ダＦに入力された複数の画像データＳのサムネイル画像１０が表示される。なお、これら
のサムネイル画像１０は、フォルダＦ１に保管されている処理済み画像データＳ１のサム
ネイル画像であってもよい。そして、ユーザが所望とするサムネイル画像１０をクリック
すると、マニュアルセットアップ画面が表示される。
【００８３】
図７は、マニュアルセットアップ画面の例を示す図である。図７に示すように、マニュア
ルセットアップ画面には、処理前の画像（すなわち画像データＳにより表される画像）１
２、処理後の画像（すなわち処理済み画像データＳ１により表される画像）１３、濃度補
正のためのＤＣＭＹキー１４、階調補正のための階調補正ボタン１５、色補正のための色
補正ボタン１６、シャープネス補正のためのシャープネス補正ボタン１７およびシーンを
選択するためのシーン選択ボタン１８が表示されている。
【００８４】
階調補正ボタン１５は、「硬調」ボタン、「標準」ボタンおよび「軟調」ボタンからなり
、色補正ボタン１６は、「彩度アップ」ボタン、「標準」ボタンおよび「彩度ダウン」ボ
タンからなり、シャープネス補正ボタン１７は、「強」ボタン、「標準」ボタンおよび「
弱」ボタンからなり、シーン選択ボタン１８は、「標準」ボタン、「曇天」ボタン、「逆
光」ボタンおよび「近接ストロボ」ボタンからなる。
【００８５】
ユーザは、処理後の画像１３をクリックすることにより、ＶＧＡサイズの処理済み画像を
再生することができる。なお、処理前の画像データＳについてＶＧＡサイズの画像データ
を生成しておくことにより、処理前の画像１２をクリックすることによってもＶＧＡサイ
ズの処理前の画像を表示することができる。
【００８６】
ユーザは処理前の画像１２および処理後の画像１３を比較することにより、画像処理デー
モンによりどの程度画質が改善されたかを一見して認識することができる。また、ＤＣＭ
Ｙキー１４に値を入力することにより、画像処理パラメータＰにおける濃度補正のための
パラメータを変更することができる。また、階調補正ボタン１５をクリックすることによ
り階調補正のためのパラメータを、色補正ボタン１６をクリックすることにより色補正の
ためのパラメータを変更することができる。さらに、シャープネス補正ボタン１７をクリ
ックすることにより、シャープネス処理のためのパラメータを変更することができる。さ
らに、シーン選択ボタン１８をクリックすることにより、シーンに適した画像処理パラメ
ータＰを算出することができる。
【００８７】
このようなパラメータの変更指示により、再度画像処理パラメータＰが算出され、画像デ
ータＳに対して画像処理が施されて処理済み画像データＳ１が再度生成され、処理後の画
像１３が新たに作成された処理済み画像データＳ１により表されるものに変更される。こ
れにより、ユーザは自身の意図を反映させた処理済み画像データＳ１を得ることができる
。
【００８８】
なお、上述したマニュアルセットアップは、処理済み画像データＳ１を生成することなく
、画像データＳに画像処理パラメータＰを付与する処理がフォルダＦに関連付けられてい
る場合にも行うことが可能である。この場合、マニュアルセットアップ画面を表示する際
に、選択された画像データＳに対してこの画像データＳに付与された画像処理パラメータ
Ｐにより画像処理が施されて、処理後の画像１３が表示される。また、画像処理パラメー
タＰが変更された場合には、変更された画像処理パラメータＰが画像データＳに付与され
る。
【００８９】
また、マニュアルセットアップによる処理前の画像１２および処理後の画像１３の表示の
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態様としては、図７に示すものに限定されるものではなく、処理前の画像１２および処理
後の画像１３を左右に並べて表示してもよく、斜め方向に並べて表示してもよい。また、
処理前の画像１２および処理後の画像１３を切り替えて表示するようにしてもよい。さら
に、先の処理前の画像１２を表示した後に、処理後の画像１３を表示するようにしてもよ
い。この場合、処理後の画像１３が徐々に表示されるようにしたり、中心から広がるよう
に表示するようにしてもよい。
【００９０】
また、本実施形態においては、モニタ表示用の処理済み画像データＳ１ｍを得、さらに処
理前の画像データＳをフォルダＦに保管しているため、処理前の画像と処理後の画像とを
比較しながら、オートセットアップの評価を行うことができる。以下、オートセットアッ
プの評価について説明する。ユーザは、画像処理デーモンによる画像処理が終了した後、
評価画面を表示する。この評価画面は、モニタ３に表示されたアイコンＩをクリックして
表示されるメニューに「評価画面」を加えておき、この「評価画面」を選択することによ
り表示することができる。
【００９１】
図８は、評価画面の例を示す図である。図８に示すように、評価画面には、処理前の画像
１２、処理後の画像１３、表示する画像（サンプル画像とする）を選択するための画像選
択ボタン２０および評価を入力するための評価項目ボタン２１が表示されている。
【００９２】
評価項目ボタン２１は、「暗過ぎる」ボタン、「明る過ぎる」ボタン、「コントラスト高
い」ボタン、「コントラスト低い」ボタン、「派手過ぎる」ボタン、「地味過ぎる」ボタ
ン、「シャープネス強い」ボタンおよび「シャープネス弱い」ボタンからなる。
【００９３】
ユーザが、画像選択ボタン２０をクリックすると、サンプル画像を選択するためのダイア
ログが表示される。このダイアログはフォルダＦについてのものであってもフォルダＦ１
についてのものであってもよい。ユーザは表示されたダイアログによりサンプル画像を選
択すると、選択されたサンプル画像についての処理前の画像１２および処理後の画像１３
が表示される。なお、ユーザは、処理後の画像１３をクリックすることにより、ＶＧＡサ
イズの処理済み画像を再生することができる。なお、処理前の画像データＳについてＶＧ
Ａサイズの画像データを生成しておくことにより、処理前の画像１２をクリックすること
によってＶＧＡサイズの処理前の画像を表示することができる。
【００９４】
ユーザは処理前の画像１２および処理後の画像１３を比較することにより、画像処理デー
モンによりどの程度画質が改善されたかを一見して認識することができる。また、評価項
目キー２１のいずれかのボタンにより、その画像に対するオートセットアップの評価を入
力することができる。これにより、画像処理パラメータＰが変更される。例えば、「暗過
ぎる」ボタンまたは「明る過ぎる」ボタンをクリックすることにより、画像処理パラメー
タＰにおける濃度補正のためのパラメータを変更することができる。また、「コントラス
ト高い」または「コントラスト低い」ボタンをクリックすることにより階調補正のための
パラメータを、「派手過ぎる」ボタンまたは「地味過ぎる」ボタンをクリックすることに
より色補正のためのパラメータを変更することができる。また、「シャープネス強い」ま
たは「シャープネス弱い」ボタンをクリックすることにより、シャープネス処理のための
パラメータを変更することができる。
【００９５】
このようなパラメータの変更指示により、再度画像処理パラメータＰが算出され、画像デ
ータＳに対して画像処理が施されて処理済み画像データＳ１が再度生成され、処理後の画
像１３が新たに作成された処理済み画像データＳ１により表されるものに変更される。こ
れにより、評価結果を処理済み画像データＳ１に反映させることができる。また、これ以
降にオートセットアップにより算出される画像処理パラメータＰに対しても評価結果を反
映させるように画像処理デーモンを設定すれば、フォルダＦに入力された画像データＳに
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ついて、評価結果が反映された処理済み画像データＳ１を得ることができる。
【００９６】
なお、上記実施形態において、オートセットアップにより画像処理パラメータＰを算出す
るに際し、被写体が類似する場合には、略同一の画像処理パラメータＰが算出される。し
たがって、被写体が類似する複数の画像データ（以下類似被写体画像データ群とする）に
対しては、個々に画像処理パラメータを算出するのではなく、全ての画像データＳに対し
て同一の画像処理パラメータＰを算出することが、演算時間短縮の観点で好ましい。ここ
で、類似被写体画像データ群の例として、撮影時間、撮影場所および／または撮影方向が
近接している複数の画像データ、連写機能を有するデジタルカメラにより取得された画像
データについては、連写されたことを表す情報（以下連写情報とする）が付与された複数
の画像データ等を用いることができる。なお、撮影時間、撮影場所、撮影方向および連写
情報は、画像データＳのタグ情報に付与されることから、タグ情報を参照することにより
、撮影時間、撮影場所、撮影方向および連写情報を知ることができる。
【００９７】
なお、撮影場所および撮影方向に関する情報は、デジタルカメラに搭載されたＧＰＳ機能
に基づいて、経度および緯度並びに撮影方向の情報として画像データＳに付与される。ま
た、連写情報は、連写を行った場合にタグ情報における連写情報にフラグが立てられる。
【００９８】
類似被写体画像データ群の抽出方法としては、具体的には、時系列で並んだ画像データＳ
に対して、隣接する画像データＳ間の撮影時間間隔が１０秒以内にあるか否か、隣接する
画像データＳ間の緯度差および経度差が１０秒以内にあるか否か、および／または隣接す
る画像データＳ間の撮影方向差が１０秒以内にあるか否かを判定し、判定結果が肯定され
た場合に、隣接する複数の画像データＳを類似被写体画像データ群とする方法を用いるこ
とができる。
【００９９】
また、時系列で並んだ画像データＳに対して、連写フラグが立てられ、かつ撮影時間間隔
が１０秒以内にあるか否かを判定し、判定結果が肯定された場合に、隣接する複数の画像
データＳを類似被写体画像データ群とする方法を用いることもできる。
【０１００】
さらに、画像データＳにより表される画像の類似度を判定し、類似する複数の画像データ
Ｓを類似被写体画像データ群として抽出してもよい。ここで、連続して撮影した画像は被
写体が同一または類似である可能性が高い。このため、類似度に基づいて類似被写体画像
データ群を抽出する場合は、画像データＳのファイル名が撮影順に連続していると、類似
被写体画像データ群の抽出を容易に行うことができる。
【０１０１】
この方法を、時系列で並んだ画像データＳに対して、時間的に最も古い画像データＳ（先
頭の画像データ）から時間的に最も新しい画像データ（最後の画像データ）まで適用し、
類似被写体画像データ群を抽出することができる。図９は類似被写体画像データ群の抽出
処理のフローチャートである。まず、判定の対象が先頭の画像データにセットされ（ステ
ップＳ２１）、判定対象の画像データおよびこれに隣接する次の画像データについて上述
した判定が行われる（ステップＳ２２）。判定結果が肯定された場合には、判定対象の画
像データおよびこれに隣接する次の画像データに対してラベルが付与され（ステップＳ２
３）、判定対象の画像データに隣接する次の画像データが最終画像データであるか否かが
判定される（ステップＳ２４）。ステップＳ２４が否定された場合には、次の画像データ
Ｓが判定の対象としてセットされ（ステップＳ２５）、ステップＳ２２に戻る。
【０１０２】
一方、ステップＳ２４が肯定された場合には、それまでにラベルが付与された複数の画像
データを類似被写体画像データ群として抽出し（ステップＳ２６）、処理を終了する。
【０１０３】
また、ステップＳ２２が否定された場合には、判定対象の画像データに隣接する次の画像
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データが最終画像データであるか否かが判定され（ステップＳ２７）、ステップＳ２７が
否定された場合には、それまでにラベルが付与された複数の画像データを類似被写体画像
データ群として抽出し（ステップＳ２８）、ステップＳ２５に進む。ステップＳ２７が肯
定された場合には処理を終了する。
【０１０４】
これにより、フォルダＦに保管された画像データＳから類似被写体画像データ群が抽出さ
れる。例えば、フォルダＦに１０個の画像データＳが保管されている場合、図１０の斜線
に示すように、１０個の画像データＳからいくつか（ここでは２つ）の類似被写体画像デ
ータ群が抽出される。なお、このような類似被写体画像データ群の抽出を行う場合には、
画像処理デーモンによる処理は全ての画像データＳがフォルダＦに入力された後に開始さ
れる。
【０１０５】
このように抽出された類似被写体画像データ群については、画像処理パラメータＰの算出
時に、その類似被写体画像データ群に含まれる複数の画像データＳを合成して合成画像デ
ータを得、オートセットアップにより合成画像データについての画像処理パラメータＰを
算出し、これを類似被写体画像データ群の各画像データＳについての画像処理パラメータ
Ｐとする。
【０１０６】
このように、類似被写体画像データ群における複数の画像データＳについては、同一の画
像処理パラメータを算出することにより、略同一の画像処理パラメータＰが得られる場合
に、各画像データ毎に画像処理パラメータＰを算出する必要がなくなるため、画像処理パ
ラメータＰの算出のための演算時間を短縮することができる。
【０１０７】
なお、上記実施形態において、オートセットアップにより画像処理パラメータＰを算出す
るに際し、ブラケット撮影がなされた画像データ群（以下ブラケット撮影画像データ群と
する）に対しては、個々に算出された画像処理パラメータにより画像処理を施すのではな
く、全ての画像データＳに対して予め求められている固定の画像処理パラメータにより画
像処理を施すことが好ましい。
【０１０８】
ここで、ブラケット撮影とは、同一被写体について、露出、彩度および／またはコントラ
ストを複数段階に変更して複数の画像を撮影することをいう。このようなブラケット撮影
を行うことにより、複数段階に露出、彩度および／またはコントラストが変更された複数
の画像を得ることができ、その中から所望とする露出、彩度および／またはコントラスト
を有する画像を選択することができる。
【０１０９】
しかしながら、オートセットアップにより算出された画像処理パラメータＰにより画像デ
ータＳに対して画像処理を施した場合、算出された画像処理パラメータＰは画像を好まし
い濃度、階調および色を有するものに変換するためのパラメータであるため、処理済み画
像データＳ１は全て略似通った濃度、階調および色を有するものとなる。このため、オー
トセットアップにより算出された画像処理パラメータＰにより画像処理を施したのでは、
ブラケット撮影を行って、露出、彩度および／またはコントラストを複数段階に変更した
にも拘わらず、処理済み画像データＳ１に対してはその効果が反映されないこととなって
しまう。
【０１１０】
したがって、ブラケット撮影画像データ群に対しては、オートセットアップにより算出さ
れた画像処理パラメータＰではなく、固定の画像処理パラメータにより画像処理を施すこ
とにより、ブラケット撮影による露出等の変更の効果を反映させた画像を再現可能な処理
済み画像データＳ１を得ることができる。
【０１１１】
ここで、ブラケット撮影を行うことにより得られた画像データＳのタグ情報には、ブラケ
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ット情報を行った旨の記述がなされる。具体的には、タグ情報におけるブラケット情報に
フラグが立てられる。そして、画像データＳのタグ情報に記述されたブラケット情報に基
づいて、時系列で並んだ画像データＳに対して、ブラケット撮影フラグが立てられ、かつ
撮影時間間隔が１０秒以内にあるか否かを判定し、判定結果が肯定された場合に、隣接す
る画像データＳをブラケット撮影画像データ群とすることができる。
【０１１２】
また、上記実施形態においては、入力された画像データＳについて、オートセットアップ
により画像処理パラメータＰを算出しているため、算出された画像処理パラメータＰによ
り画像データＳに対して画像処理を施すと、常に略一定の仕上がりの処理済み画像データ
Ｓ１が得られる。また、上述したマニュアルセットアップにより、処理済み画像の画質に
ユーザの意図を反映させることができる。しかしながら、画質の調整は熟練を要するため
、一般のユーザがＤＣＭＹキー１４等を用いて画質を調整するのは困難である。また、マ
ニュアルセットアップを行う場合には、処理済み画像データＳ１を一つずつ表示して各画
像毎に画質を調整する必要があるため、処理に長時間を要するものとなる。さらに、画像
処理デーモンはＧＵＩを持たないため、処理中に処理済み画像の画質を設定することがで
きない。
【０１１３】
このため、画像処理デーモンの初期設定時に、画像データＳを入力するフォルダＦについ
て、ユーザの意図を反映させたオートセットアップを行うように設定を行ってもよい。例
えば、画像処理デーモンの初期設定画面において、明るめの処理済み画像データＳ１が得
られるようなオートセットアップが関連付けられたフォルダ、より鮮やかな処理済み画像
データＳ１が得られるオートセットアップが関連付けられたフォルダ、逆光画像用のオー
トセットアップが関連付けられたフォルダ、近接ストロボ用のオートセットアップが関連
付けられたフォルダ等を予め作成しておき、これらのフォルダに、画像データＳを入力す
るようにする。これにより、ユーザは所望とするオートセットアップが関連付けられたフ
ォルダに画像データＳを入力すれば、その画像データＳについては、ユーザが意図する画
質を有する処理済み画像データＳ１が得られることとなる。
【０１１４】
また、上記実施形態においては、処理済み画像データＳ１をフォルダＦ１に保管する処理
をフォルダＦに関連付けているが、処理済み画像データＳ１に分類のためのキーワードを
付与し、キーワードに応じて処理済み画像データＳ１を予め作成されたフォルダに分類し
て保管する処理をフォルダＦに関連付けてもよい。
【０１１５】
さらに、処理済み画像データＳ１を直ちにプリンタ６においてプリント出力する処理をフ
ォルダＦに関連付けてもよい。
【０１１６】
また、処理済み画像データＳ１の保管先を、パソコン１のフォルダのみではなく、パソコ
ン１とネットワークにより接続された画像保管サーバとしてもよい。この場合、画像処理
デーモンの初期設定画面において、画像データＳを入力するフォルダＦに対して、画像保
管サーバへのログイン、および画像保管サーバにログインするためのＩＤ、パスワードの
入力の処理等が関連付けられる。さらに、画像保管サーバ内における処理済み画像データ
Ｓ１の保存カテゴリの設定が行われる。この保存カテゴリとは、処理済み画像データＳ１
をユーザの意図に応じて保存する際に処理済み画像データＳ１を分類するためのカテゴリ
であり、例えば、家族の名前、趣味の写真、イベント等の分類を行うことができる。具体
的には、画像データＳを入力するフォルダＦに対して趣味の写真の設定がなされていれば
、フォルダＦに入力された画像データＳについては、処理済み画像データＳ１が画像保管
サーバに送信され、画像保管サーバの趣味の写真のフォルダに分類されて保管される。な
お、分類のためのフォルダは画像保管サーバにおいて予め作成しておく必要がある。
【０１１７】
さらに、近年、ネットワーク経由で画像データについてのプリント出力、ＣＤ－Ｒへの書
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き込み、Ｔシャツへのプリント等のプリント注文を受け付け、受け付けた画像データのプ
リント出力等を行い、生成されたプリントやＣＤ－Ｒ等のプリント生成物を予め指定した
受取店において受け取る、あるいはプリント生成物をユーザに郵送または配送するネット
ワークフォトサービスシステムが提供されているが、処理済み画像データＳ１についての
プリント注文を行う処理をフォルダＦに関連付けてもよい。
【０１１８】
この場合、プリントサイズ、プリント枚数、仕上がり時間、どのようなプリント生成物を
生成するか、プリント生成物の受取店、郵送の場合の送付先等を、画像データＳを画像処
理デーモンの初期設定画面においてフォルダＦに設定しておく。
【０１１９】
画像データＳはオートセットアップにより算出された画像処理パラメータＰにより画像処
理が施されるが、この際、プリントサイズに応じて画像データＳの拡大縮小処理がなされ
た後に画像処理が施されて、処理済み画像データＳ１が得られる。なお、画像処理デーモ
ンにおいて拡大縮小処理を行うことなく、ネットワークフォトサービスシステムにおいて
プリント出力を行うプリントサーバにおいて、処理済み画像データＳ１に対してプリント
サイズに適合させる拡大縮小処理を行うようにしてもよい。
【０１２０】
なお、近年デジタルカメラの高画素化が進み、デジタルカメラにおいて得られる画像デー
タは、サービスサイズのプリントに必要なサイズの２倍程度の画素数を有している。この
ため、多くの場合、画像データＳを縮小する必要がある。ここで、画像データの縮小時に
は画像は劣化することはほとんどないが、逆に画像データＳを拡大する場合には、画像が
劣化する可能性が大きい。したがって、プリントサイズに対して画像データＳを拡大する
必要がある場合には、画像処理デーモンにおいて、ダイアログを表示して警告を行うこと
が好ましい。この場合、画像データＳは入力されたフォルダＦにそのまま残し、後で修正
が可能なようにしておく。また、チェックが必要な画像データＳを保管するフォルダを作
成しておき、そのフォルダに警告がなされた画像データＳを移動させるようにしてもよい
。そして、後で、警告がなされた画像データＳをユーザが表示した際に、警告内容を確認
できるようにすることが好ましい。さらに、画質は劣化してもプリントしたいような場合
には、強制的にネットワークフォトサービスシステムにおいてプリント注文を行えるよう
にしてもよい。
【０１２１】
なお、画像データＳに画像処理パラメータＰを付与する処理がフォルダＦに関連付けられ
ている場合には、画像保管サーバまたはネットワークフォトサービスシステムのプリント
サーバには、画像処理パラメータＰが付与された画像データＳが送信される。ネットワー
クフォトサービスシステムのプリントサーバにこの画像データＳが送信された場合、付与
された画像処理パラメータＰにより画像データＳに対して画像処理が施されて処理済み画
像データＳ１が得られ、この処理済み画像データＳ１がプリント出力される。この際、付
与された画像処理パラメータＰを生成したオートセットアップのバージョンを、プリント
サーバが行うセットアップ処理のバージョンと比較し、前者が後者よりも古い場合には、
新しいバージョンの方がより高画質の処理済み画像を得られることから、プリントサーバ
において再度画像データＳについての画像処理パラメータＰを算出し、新たに算出された
画像処理パラメータＰにより画像データＳに対して画像処理を施すことが好ましい。
【０１２２】
但し、画像データＳに付与された画像処理パラメータＰがマニュアルセットアップにより
補正されたものである場合には、新たな画像処理パラメータＰにより画像処理を行うと、
マニュアルセットアップによるユーザの意図が処理済み画像データＳ１に反映されなくな
ってしまう。したがって、この場合には、新たな画像処理パラメータＰの生成は行わず、
画像データＳに付与された画像処理パラメータＰにより画像データＳに対して画像処理を
施す。
【０１２３】
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また、処理済み画像データＳ１のフォルダＦ１への保管、処理済み画像データＳ１を分類
しての保管、画像保管サーバへの保管、ネットワークフォトサービスシステムに対するプ
リント注文までの処理をフォルダＦに関連付けているが、処理済み画像データＳ１の生成
までの処理をフォルダＦに関連付けておき、生成された処理済み画像データＳ１の取り扱
いを、画像処理後にＧＵＩを用いてユーザに決定させるようにしてもよい。
【０１２４】
この場合、処理済み画像データＳ１のサムネイル画像を一覧表示し、複数の画像を選択し
た後に取り扱いの指示を指定する、または取り扱いの指示を指定した後に指定した取り扱
いを行う画像を選択すればよい。また、選択した画像の枠に色を付与する、選択した画像
の輝度を選択された画像の輝度の倍にする、一覧表示画面においてサムネイル画像をモノ
クロ表示し、選択した画像をカラー表示する、一覧表示画面においてサムネイル画像を網
掛け表示し、選択した画像の網掛けを外す、一覧表示画面において小さめのサイズでサム
ネイル画像を表示し、選択した画像の表示サイズを未選択の画像の表示サイズよりも大き
くする等により、選択した画像と未選択の画像とを区別することが好ましい。
【０１２５】
なお、図１１に示すように、一覧表示画面に加えて、取り扱いの指示に対応するフォルダ
を表示し、一覧表示画面からドラッグアンドドロップによりサムネイル画像をフォルダに
移動させて、画像の取り扱いを決定するようにしてもよい。
【０１２６】
また、上記実施形態において、生成された処理済み画像データＳ１についてのインデック
ス画像データを生成する処理をフォルダＦと関連付けてもよい。さらに、インデックス画
像データを生成する指示を行うファイルをフォルダＦに保管して、インデックス画像デー
タを生成するようにしてもよい。これにより、ユーザは何ら手間をかけることなく、フォ
ルダＦに入力した画像データＳについてのインデックス画像データを得ることができ、さ
らにインデックス画像データをプリント出力することにより、インデックスプリントを得
ることができる。
【０１２７】
なお、この場合、インデックス画像データに含まれる画像数（例えばＡ４サイズで２０コ
マ）、サムネイル画像の仕様（サイズ、内接か外接か）、インデックス画像のサイズ、イ
ンデックス画像のテンプレート、縦横のコマ数、インデックス画像データのファイル形式
、ファイル名等を画像処理デーモンの初期設定画面において設定しておけば、設定された
仕様のインデックス画像データを得ることができる。
【０１２８】
また、上記実施形態においては、モニタ表示用の処理済み画像データＳ１ｍおよびプリン
ト出力用の処理済み画像データＳ１ｐを生成しているが、予め設定された複数サイズの処
理済み画像データを生成する処理をフォルダＦに関連付けてもよい。なお、サイズの設定
は画像処理デーモンの初期設定画面において行う。例えば、画像データＳのサイズが１８
００×１２００画素であった場合に、プリント用サイズ（１５３６×１０２４画素）、Ｅ
メール添付用サイズ（６００×４００画素）、ホームページ用サイズ（１５０×１００画
素）およびサムネイルサイズ（６０×４０画素）のサイズの画像データを生成するように
設定しておけば、フォルダＦに入力された画像データＳから、これら複数サイズの処理済
み画像データＳ１が生成される。
【０１２９】
なお、指定されたサイズによっては、アスペクト比が元の画像データＳ（以下原画像デー
タとする）とは異なる場合がある。この場合は、指定されたサイズに画像を内接させる（
原画像は全領域が含まれるが、得られる画像の上下または左右に余白が形成される）か、
あるいは外接させる（得られる画像には余白が形成されないが、原画像の上下または左右
の領域が削除される）かを指定することができる。
【０１３０】
また、フォルダＦ自体に、複数サイズの処理済み画像データＳ１の生成する処理を関連付
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けてもよいが、図１２に示すように記述がなされたフォルダＦに複数サイズ画像生成のた
めのファイルを保管しておくようにしてもよい。
【０１３１】
また、複数サイズの処理済み画像データＳ１を生成する場合、ファイル名は自動的に生成
されるが、この場合、入力された画像データＳ１すなわち原画像データのファイル名に画
像のサイズを表す情報が付与される。例えば、Dsc00001.jpgというファイル名の画像デー
タＳについて複数サイズの処理済み画像データＳ１を生成した場合、各サイズの画像デー
タのファイル名は、Dsc00001_0_0.jpg（原画像サイズ）、Dsc00001_1536_1024.jpg（１５
３６×１０２４画素）、Dsc00001_600_400.jpg（６００×４００画素）、Dsc00001_150_1
00.jpg（１５０×１００画素）、Dsc00001_60_40.jpg（６０×４０画素）とされる。なお
、ファイル名を長辺の画素数のみを用いてDsc00001_1536.jpg（１５３６×１０２４画素
）としてもよく、短辺の画素数のみを用いてDsc00001_1024.jpg（１５３６×１０２４画
素）としてもよい。また、Dsc00001_Size1.jpg（１５３６×１０２４画素）のように、抽
象化されたファイル名を用いてもよい。
【０１３２】
さらに、複数サイズの処理済み画像データＳ１を生成した場合、各画像データに画像サイ
ズに対応したファイル名を付与するのに代えて、画像サイズに対応させたフォルダ名を有
する複数のフォルダを生成し、各フォルダにそのフォルダ名に対応するサイズの処理済み
画像データＳ１を元の画像データＳと同一のファイル名で保管するようにしてもよい。
【０１３３】
例えば、例えば、Dsc00001.jpgというファイル名の画像データＳについて複数サイズの処
理済み画像データＳ１を生成した場合、図１３に示すように、Dsc00001というフォルダ名
のフォルダを生成し、その下位フォルダとして、フォルダ名が１８００×１２００、１５
３６×１０２４、６００×４００、１５０×１００および６０×４０のフォルダを生成し
、各フォルダにそれぞれ原画像サイズ（１８００×１２００）、プリント用サイズ（１５
３６×１０２４画素）、Ｅメール添付用サイズ（６００×４００画素）、ホームページ用
サイズ（１５０×１００画素）およびサムネイルサイズ（６０×４０画素）の処理済み画
像データＳ１をDsc00001.jpgというファイル名で保管する。
【０１３４】
この場合、各フォルダに保管される処理済み画像データＳ１に、処理済み画像データＳ１
の画素数を付与したファイル名（例えばDsc00001_1536_1024.jpg）を付与してもよく、長
辺の画素数のみを付与したファイル名（例えばDsc00001_1536.jpg）、または短辺の画素
数のみを付与したファイル名（例えばDsc00001_1024.jpg）を付与してもよい。
【０１３５】
また、この場合、フォルダ名がDsc00001のフォルダを作成することなく、フォルダ名が１
８００×１２００、１５３６×１０２４、６００×４００、１５０×１００および６０×
４０のフォルダのみを作成し、複数の画像データＳについてそれぞれ複数サイズの処理済
み画像データＳ１を生成した際に、各画像データＳから得られる同一サイズの処理済み画
像データＳ１を、そのサイズに対応するフォルダ名のフォルダに保管するようにしてもよ
い。例えば、Dsc00001.jpg、Dsc00002.jpgおよびDsc00003.jpgのファイル名を有する３つ
の画像データについて複数サイズの処理済み画像データを得た場合、図１４に示すように
、各フォルダにそのフォルダ名に対応したサイズのDsc00001.jpg、Dsc00002.jpgおよびDs
c00003.jpgというファイル名を有する処理済み画像データＳ１を保管すればよい。
【０１３６】
なお、上記実施形態においては、入力された画像データＳに対して、画像処理パラメータ
Ｐの算出、画像処理パラメータＰによる画像処理、処理済み画像データＳ１のフォルダＦ
１への保管をフォルダＦに関連付けているが、入力された画像データＳを画像保管サーバ
にそのまま転送したり、ネットワークフォトサービスシステムに対してプリント注文を行
う処理をフォルダＦに関連付けてもよい。
【図面の簡単な説明】
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【図１】本発明の実施形態による画像処理装置の構成を示す概略ブロック図
【図２】本実施形態の動作を示すフローチャート
【図３】画像処理パラメータの算出処理の流れを示すブロック図
【図４】アイコンがウィンドウズ（登録商標）のタスクトレーに表示された状態を示す図
【図５】画像処理デーモンのメニューが表示された状態を示す図
【図６】一覧表示画面の例を示す図
【図７】マニュアルセットアップ画面の例を示す図
【図８】評価画面の例を示す図
【図９】類似被写体画像データ群の抽出処理のフローチャート
【図１０】類似被写体画像データ群の抽出処理を説明するための図
【図１１】処理済み画像データの取り扱いを決定する処理を説明するための図
【図１２】複数サイズの画像データ生成を実行させるためのファイルの記述を示す図
【図１３】複数サイズの画像データの保管の態様を説明するための図（その１）
【図１４】複数サイズの画像データの保管の態様を説明するための図（その１）
【符号の説明】
１　　パソコン
２　　ハードディスク
３　　モニタ
４　　入力手段
５　　読出手段
６　　プリンタ

【図１】 【図２】
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【図７】

【図８】

【図９】
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【図１１】
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【図１３】
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