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Abstracts

Image processing is becoming more and more important with the rapid prevalence of digital images.
In this paper, we introduce a software technology “Image IntelligenceTM”which integrates the picture
technology and the know-how that Fuji Photo Film has cultivated for many years. It is based on the
concept of “attaining image quality desired by users through optimized image processing.” The function
and the effect are described as an example of the automatic image correction technology for consumer
photography.

1. はじめに

デジタルカメラ，カメラ付携帯電話など，撮像デバ
イスの急速な高画素化，高画質化が進む中で，撮像し
た画像をラボ店へ持っていき，写真プリントを作った
り，パソコンへ取り込み，インクジェットプリンタで
プリントを作ったり，あるいはネットを介してほかの
人に画像を送ったりするなどデジタル画像が生活のな
かへ浸透してきた。
画像処理も重要性を増しており，加工や合成，伝送

のための圧縮や暗号化などの機能的な要求に加えて，
「より美しく，見やすく，目的にあった仕上がりにする」
といった画像に対する本質的な要求に応えることが望
まれている。
このような背景のもと，2002年に，富士写真フイル

ムは，アナログ写真時代から長年培ってきた「映像をよ
り美しく，ユーザーの望む仕上がりを実現する」画像処
理技術を盛り込んだソフトウエア群を，“Image Inte-
lligenceTM”と命名しFig. 1に示すロゴマークを定めた。
本稿では，デジタル写真システムにおける画像処理

を概観し，デジタルカメラ画像の自動補正を例にImage
IntelligenceTMの作用および効果について説明する。

2. 写真システムにおける画像処理

画像データを「より美しく，見やすく，目的にあった
仕上がりにする」画像処理はこれまで，印刷分野，医療
分野，一般写真分野の業務用画像機器を中心に導入さ
れてきた。
スキャナーやデジタルカメラで読み取った写真デー

タに，色変換や階調変換，シャープネス処理を施して
好ましい印刷色表現（CMYK変換）を得ることが，印
刷用機器における画像処理の大きな目的である。ここ
では，用途に応じて画像ごとに処理パラメータを設定
する必要があり，スキャナー・オペレータの操作手順
や判断ノウハウの自動化を目的として，入力画像
データのシーン解析などが早くから導入されていた1）。
さらに，設計された色調や質感表現などを多様な印刷
条件下で再現するために，カラーマッチングなどの色
管理技術2）や網点化技術3）など，表示デバイスに適した
表現を得るための画像処理が多用されている。Fig. 2に
印刷用Image IntelligenceTMの効果を示す。

Fig. 1 Logo mark of Image IntelligenceTM.

Fig. 2 Effect of Image IntelligenceTM for a graphic arts image.
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医療分野では，デジタルＸ線撮影装置が開発された
1975年から，医師や放射線技師が診断しやすい画像に
仕上げる目的で画像処理が導入されてきた。この分野
では，画像解析に基づき濃度やコントラストを自動調整
するほか4），高濃度域の被写体と低濃度域の周辺部分の
両者を良好に再現するダイナミックレンジ圧縮5）など，
見えにくい部分を明瞭に表現する技術も用いられている。
最近では，乳房のX線写真を解析し，ガンと疑わしい
構造部を検出して表示するといった，診断支援用途に
も発展している6）。Fig. 3に医療用Image IntelligenceTMの
効果を示す。

一般写真においても，室内や屋外，ストロボ有りか
無しか，集合写真かアップかなど，多様な条件で撮影
された写真が好ましいプリントに仕上がるように，画
像ごとに濃度や色バランスを補正することが画像処理の
主な目的である。ミニラボ機器では，ラボ・オペレー
タが行っていた画像補正を自動化するために，画像解
析や表現技術を活用している。ここでも医療や印刷の
例と同じく，撮影状況や使われる用途に合わせて画像
再現を最適化する画像処理が行われている。
一方，ネガフィルムで撮影し，投影光学系で印画紙に
焼き付けてプリントする従来型の写真システムにおいて
も，撮影状況や用途を意図した感光材料，ペーパー特性
の設計やプリンターの露光制御が行われてきた。前述し
た画像処理技術は，アナログ時代から各種の写真システ
ムに盛り込まれていた技術やノウハウを，コンピュー
タ・ソフトウェアとして発展させたものといえる。
以上に述べた画像処理ソフトウエア技術群が Image

IntelligenceTMと呼ぶものであり，富士写真フイルムがア
ナログ写真時代から長年培ってきた「映像をより美し
く，ユーザーの望む仕上がりを実現する」画像処理技
術である。
次節でデジタル写真プリントを例に，その技術内容

について解説する。

3. 写真分野における自動画像補正技術

デジタルカメラで撮像した画像，あるいはネガをス
キャンした画像を写真として仕上げるためには二つの
課題がある。一つは，被写体に合った露出，光源種，
ライティング条件の調整を行うこと，もう一つは，撮
影者が望んでいる美しい写真として再現することである。

前者の課題は，デジタルカメラ，フィルムカメラ内
に同様の機能はあるが，ハード的な制約条件のため十
分に機能していない。写真の被写体は主として人物で
ある。後段の課題を解決する上で，人物を常に適正露
出，適正光源種，かつ適正ライティング条件の下で撮
影された状態，つまり，人物の肌色を常に同じ明るさ，
カラーバランスにすることが要求される。
後者の課題は二つある。一つは，デジタルカメラで

撮像した画像，ネガをスキャンした画像が，写真とい
う紙の上に再現されることを考えなけばならない。つ
まり，撮影シーンと紙が，輝度レンジ，色再現域共に
大きく異なる中で，撮影者が記憶した撮影シーンの見
えを紙の上に再現することが要求される。もう一つは，
被写体を美しく再現したいという本質的な要求である。
つまり，前段の処理より人物の肌色が常に同じ明るさ，
カラーバランスになっていることを前提に，記憶色と
いわれている人物の肌色を撮影者や被写体の意図に合
わせて好ましく再現する。さらに，空色や草木の緑色
などの記憶色も好ましく再現する。このためには，多
数の撮影シーンについてデータを蓄積，解析すること
により再現ノウハウを抽出することが必要となる。
さらに，人物の肌色はネガの場合，銀塩感材特有の粒状
性のためにザラツキが生じやすく，見えとして全体に
シャープ感が必要とされる中で，滑らかさが求められる。
たとえば，Fig. 4のような人物の撮影データがあったと
する。デジタルカメラで室内の人物を撮影した画像だ
が，ストロボが光っていない。そのため，タングステン
光源の影響によってカラーバランスがオレンジ色とな
り，さらにアンダー露出であるため暗い。このような
場合，被写体の置かれている環境がタングステン光源
であり，被写体が暗いということを判断した上で，オ
レンジ色を取り被写体を明るく再現しなければならな
い。次に，撮影シーンと紙の見えとが一致するように
コントラスト感を持たせ，肌色を好ましい色に再現す
る必要がある。最後に，肌のザラツキは抑制しながら
全体にシャープ感を出す必要がある。

このように，画像ごとに被写体の置かれている撮像
状態を把握し，画像を美しく再現するための画像処理を
行えば好ましい写真が得られる。しかし，露出，光源
種やライティング条件の調整を行ない，撮影シーンと
紙の見えの一致，好ましい肌色を再現する画像処理パ
ラメータを設定することは容易でない。画像処理パラメー
タの数は重要なものだけでも十種近くあり，さらに細
かい調整には数十のパラメータ設定があるためである。

Fig. 4 Effect of Image IntellgenceTM for a candid photo.

Fig. 3 Effect of Image IntelligenceTM for a medical image.
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画像ごとに適切なパラメータ設定を行うことは熟練を
要する作業である。ラボ機器を操作するオペレータは
必ずしも熟練した人ばかりではないし，短時間で多数
画像を処理する必要があったため，早くから画像処理
パラメータ設定の自動化が望まれていた。

4. シーン解析技術と画像表現技術

4.1 Image IntelligenceTM技術

自動画像補正は，画像解析に基づいて撮影条件や被
写体の内容を認識した上で，撮影者や被写体の意図や
好みを加味し，自動で画像処理パラメータを設定する
技術である。ここにおけるImage IntelligenceTM技術の動
作について説明する。
Image IntelligenceTMは，2つの技術で構成されている。

一つは，撮影画像データからさまざまな画像の特徴を
調べることにより撮影条件や被写体を解析するシーン
解析アルゴリズム，もう一つは，解析結果に基づいて
最適な画像処理パラメータを設定し，画像変換を行う
画像表現アルゴリズムである（Fig. 5）。

4.2 シーン解析アルゴリズム

シーン解析アルゴリズムには，撮影画像データから
被写体を判定し，露出，光源種，ライティング条件な
どの撮影条件を推定する処理が組み込まれている。た
とえば，色情報や形状の特徴を使って，画像中から人
の顔らしい特徴を持つ部分を抽出する（Fig. 6）7）。抽出
された領域について明るさや色分布を解析することで，
主要被写体が人物なのか否か，人物がアンダーなのか
オーバーなのか，カラーバランスが適正かどうかなど
重要な情報が得られる。そのほかに，画像全体の明る
さ分布や色分布の特徴を解析することで，光源種や，
順光か逆光かなどのライティング条件も推定できる
（光源種・露出・ライティング条件推定技術）。デジタ

ルカメラの場合は，画像ファイルに撮影条件も記録さ
れるため，ストロボを使ったかどうかなどの情報も画
像特徴を表わす解析データとして使える。

ポートレート，集合写真，風景，夜景と言ったシーン
の違いや，順光か逆光かなどのライティング状態の違
い，室内か屋外かの違いは解析データにその特徴が現
れる。したがって，これらの解析データを総合的に判
断することで，どんな撮影シーンだったかを推定する
ことができる。
Table 1に写真用画像機器に搭載されているシーン解

析アルゴリズムの一例を示す。上記技術のほかに，ス
トロボ光による赤目を自動検出する技術がある。

4.3 画像表現アルゴリズム

画像表現アルゴリズムには，シーン解析で推定され
た露出，光源種，ライティング条件に基づき，主要被
写体に最適な明るさ，カラーバランス，ライティング
条件を実現するための明るさ，ホワイトバランス，階

Fig. 5 Technologies composing Image IntelligenceTM.

原画像データから撮影時の
「状況」や「被写体」を判定

イメージ・インテリジェンス

シーン解析
アルゴリズム

原画 最適画像

画像表現
アルゴリズム

解析に基づき、最適な画像
表現を与えるように変換

Fig. 6 Face extraction technology.

Table 1 Examples of Scene Analysis Technologies.

1)顔抽出技術

シーン解析
アルゴリズム

2)光源種推定技術

3)露出推定技術

4)ライティング
条件推定技術

5)赤目検出技術

顔の色情報や形状の特徴を使って顔領域を
自動抽出する技術

技術概要

色分布情報から撮影時の光源種を推定する
技術

明るさ分布情報から撮影時の露出を推定す
る技術

明るさ分布情報などから撮影時のライティン
グ条件（逆光，ストロボなど）を推定する技術

ストロボ光による赤目を自動検出する技術

Image with side-touching
contiguous areas removed
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調補正量を求める（明るさ/ホワイトバランス/階調補正
技術）。撮影シーンと紙との見えの一致をねらった
コントラスト感や有彩色の彩度アップ感をねらった処
理（階調設計技術），撮影者や被写体の意図を反映した
好ましい肌色，空色，緑色を再現する色補正処理など
が組み込まれている（3D色再現補正技術）。
さらに望ましい写真表現を得るための画像処理も組

み込まれる。たとえば，画像データを周波数帯域に分
けて帯域別にシャープネス強調度を調整する手法は，
肌のざらつきやノイズを低減させ，かつ髪の毛などの
ディテールやエッジ部を良好に再現する効果がある
（ハイパーシャープネス技術）。また，画像データの低
周波と高周波成分でコントラスト強調の仕方を変える
ことで，逆光シーンにおいて人物の顔と背景の両方を
最適な明るさとコントラストに仕上げることができる
（ハイパートーン技術）。
Table 2に写真用画像機器に搭載されている画像表現

アルゴリズムの一例を示す。上記の技術のほかに，
アーチファクトを低減化した拡大縮小技術，赤目を検
出した後に赤目を自動補正する技術がある。
画像解析で得られるシーンのさまざまな特徴量と，

上記画像表現アルゴリズムで設定される画像補正処理
パラメータとの対応関係は，多数の写真撮影画像デー
タを蓄積，分析することにより求められており，多様
な撮影シーンに対して最適な補正処理を施すことがで
きる。

4.4 FDi デジカメプリントシステムの場合

シーン解析アルゴリズムと画像表現アルゴリズムを
搭載したFDiデジカメプリントシステムの例をFig. 7に
示す8）。

このシステムは，画像処理PCでデジカメ撮影データ
を画像処理し，一般ユーザーが美しいと感じる画像
（sRGB）を生成し，そのsRGB画像を出力機Frontierへ
送りプリントを生成する。画像処理PC，および出力機
内のシーン解析，および画像表現アルゴリズムの技術
概要は前節で述べたとおりである。

5. 自動画像補正技術の効果

自動画像補正技術の効果は，さまざまな被写体やさ
まざまな撮影条件下で得られた多数の撮影画像データ
に対して，適切に仕上がる割合を算出することで評価
する。Fig . 8 のグラフは，8 つのシーン別に Image
IntelligenceTMに基づく自動画像補正機能を搭載している
FDiデジカメプリント，自動画像補正機能を有している
プリンター3機種で処理したプリント，および自動画像
補正機能を使用しないで出力した無補正プリントにつ
いて画像補正の適性さを評価したものである。デジタ
ルカメラの撮影画像データの中から，一般ユーザーの
撮影分布を考慮して535点の撮影データを抽出，8つのシ
ーンに分類し，分類ごとに適切な仕上がり（合格）とな
る割合APR（＝Acceptable Print Ratio）を求めた。
8つのシーンの分類基準は，一般写真における主要被

写体である人物被写体の大きさと撮影条件別に5つに分
類し，人物以外の被写体として，風景，夜景，花・静物
の3つの分類を加えた。詳細な分類基準をTable 3に示す。
適切な仕上がりか否かの判断は，写真ラボにおける

出荷基準に基づいて決定した。明るさ，カラーバラン
ス，階調の3つの画質評価観点を設け，ベテラン評価者
数人によりそれぞれ観点から，A（Excellent），B（Good），
C（Poor），D（Very Poor）の4ランクで評定を行ない，
3つの画質評価観点の内の最悪評定を総合評価とし，上
位2ランクを合格とした。なお，プリント方式の差異は
合格を左右するものではないことを確認している。

Table 2 Examples of Image Expression Technology.

画像表現
アルゴリズム

技術概要

1)明るさ／ホワイ
トバランス／階
調補正技術

露出，光源種，ライティング推定情報に基
づき，適正な明るさ，ホワイトバランス，
階調の補正量を求める技術

2)階調設計技術 肌色再現，コントラスト感，有彩色の彩度
アップ感など，写真としての基本的な画質
を再現する技術

3)3D 色再現補正
技術

肌色，草木の緑，空色などの記憶色を好ま
しく再現する技術

4)ハイパートーン
技術

従来プロ写真分野で行われてきた覆い焼き
技術のように原画像の特定部分の濃度を変
化させる技術

5)ハイパーシャー
プネス技術

画像のエッジ部と平坦部を自動分離し､エッ
ジ部は強調し平坦部はざらつきを抑える技
術

6)アーチファクト
低減拡大縮小
技術

アーチファクトの発生を抑えた画像の拡大，
縮小技術

7)赤目補正技術 原画像から検出された赤目を適正に補正す
る技術

デジカメ撮影データ，Exifタグ

プリント

画像処理PC sRGB

シーン解析アルゴリズム
漓顔抽出技術
滷露出推定技術
澆光源種推定技術
潺ライティング推定技術

画像表現アルゴリズム
漓明るさ／ホワイトバラン
ス／階調補正技術
滷階調設計技術
澆3D色再現補正技術
潺ハイパートーン技術
潸ハイパーシャープネス技術
澁アーチファクト低減拡大
縮小技術

出力機（Frontier）

画像表現アルゴリズム
出力デバイスのプロファイ
リング

マニュアル指示
漓DCMYキー
滷シーン補正

Fig. 7 Scene analysis and image expression algorithm in the FDi
digital still camera print system.



53FUJIFILM RESEARCH & DEVELOPMENT (No.49-2004)

この結果から，自動画像補正技術Image IntelligenceTM

は，人物シーンを中心に，写真としての適切な仕上が
り割合が一般的な自動画像補正処理より高いことがわ
かる。特に，逆光人物，人物アップシーンはその差が
顕著に表れており，シーンを解析して，最適な画像表
現を与える2つのアルゴリズムの効果が出ていることが
わかる。

6. おわりに

デジタル写真システムにおける画像処理を概観し，
デジタルカメラ画像の自動画像補正を例にImage Inte-
lligenceTMの作用および効果について説明した。
今後，デジタルカメラやカメラ付携帯電話を通し，

画像はますますわれわれの身近な存在となることは間
違いない。70年の歴史を持つ富士写真フイルムのImage
IntelligenceTMが，今後とも写真，印刷，医療の各分野で
画像をユーザーのご要望通りに魅力あるものに変え，
画像処理機器の発展とともにわれわれの社会生活に潤
いを与えるものと考えている。
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Table 3  Classification Standards for Eight Scenes.

シーン名

人物アップ

シーン内容
撮影条件

主要被写体
画像
点数時間帯・

場所
ストロボ
有無

顔 大きい（人物上半
身以上）

54－ －

集合写真
顔 小さい（人物全身
像，5，6人以上）

67－ －

逆光人物 逆光時の人物 49晴天屋外 無し
ストロボ
人物

顔中程度の大きさ 108－ 有り

スナップ 顔中程度の大きさ 147－
無し

ストロボ
光未到達

夜　景
夕景，夜景，ネオンな
ど（人物無し）

46
夕方～
夜，屋外

無し

風　景
風景，建物など（人物
無し）

74屋外 無し

花・静物

＊“－”doesn't specify a condition.

花，静物，動物，水中
など（人物無し）

81－ －

ストロボ人物

スナップ人物

集合写真

風景

花・静物

夜景人物UP

逆光人物

無補正プリント
プリントA
プリントB
プリントC
Image IntelligenceTM

Fig. 8 Comparison of prints by Image IntelligenceTM and these
with other printers.
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（本報告中にある“Image Intelligence”，“FDi”は富士写
真フイルム（株）の商標です。）




