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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　画像を撮像する撮像部と、
　前記撮像部が撮像した画像に人物が含まれるか否かを判断する人物判断部と、
　前記人物判断部が前記画像に人物が含まれると判断した場合に、前記画像に含まれる人
物画像を抽出する人物画像抽出部と、
　画像と画像に含まれる人物を示す人物識別情報とを対応づけて格納する画像格納部に格
納された前記画像と、前記人物画像とを比較することによって、前記撮像部によって撮像
された画像に含まれる人物を示す人物識別情報を検索する人物識別情報検索部と、
　前記人物識別情報検索部によって前記人物識別情報が検索された場合に、前記画像と前
記人物識別情報とを対応づけて、前記画像格納部に格納させる画像格納制御部と、
　前記人物識別情報検索部によって前記人物識別情報が検索されなかった場合に、前記撮
像部が撮像した画像に含まれる人物を入力すべき旨をユーザに対して通知する入力通知部
と、
　前記入力通知部が入力すべき旨をユーザに対して通知した後の予め定められたタイミン
グまでの間に、前記撮像部が撮像した画像に含まれる人物を示す人物識別情報をユーザに
入力させる人物識別情報入力部と
を備え、
　前記画像格納制御部は、前記人物識別情報入力部から人物識別情報が入力された場合に
、前記撮像部によって最後に撮像された画像に対応づけて、前記人物識別情報入力部から



(2) JP 4624933 B2 2011.2.2

10

20

30

40

50

入力された人物識別情報を前記画像格納部に格納させる
撮像装置。
【請求項２】
　前記人物識別情報検索部が検索した人物識別情報が示す人物をユーザに通知する検索人
物通知部と、
　前記検索人物通知部が通知した人物が前記撮像部によって新たに撮像された画像に含ま
れる人物であるか否かの確認情報をユーザに入力させる確認情報入力部と、
をさらに備え、
　前記画像格納制御部は、前記確認情報入力部から入力された確認情報が、前記検索人物
通知部が通知した人物が前記撮像部によって新たに撮像された画像に含まれる人物である
ことを示す場合に、前記撮像部によって新たに撮像された画像に対応づけて、前記人物識
別情報検索部が検索した人物識別情報を前記画像格納部に格納させ、
　前記入力通知部は、前記確認情報入力部から入力された確認情報が、前記検索人物通知
部が通知した人物が前記撮像部によって新たに撮像された画像に含まれる人物であること
を示さない場合に、前記撮像部が撮像した画像に含まれる人物を入力すべき旨をユーザに
対して通知する
請求項１に記載の撮像装置。
【請求項３】
　前記人物識別情報検索部は、前記人物画像抽出部が前記撮像部によって新たに撮像され
た画像から、少なくとも第１の人物及び第２の人物を含む複数の人物を抽出した場合であ
って、前記画像格納部が、前記人物画像抽出部が抽出した第１の人物の人物識別情報を格
納しており、前記人物画像抽出部が抽出した第２の人物の人物識別情報を格納していない
場合に、同一の画像に存在する蓋然性が高い複数の人物の人物識別情報を互いに対応づけ
て格納する関連人物情報格納部から、前記第１の人物を示す人物識別情報に対応づけられ
た人物識別情報を前記第２の人物の人物識別情報として検索する
請求項１または２に記載の撮像装置。
【請求項４】
　前記関連人物情報格納部は、前記画像格納部に格納された画像に含まれる人物識別情報
に基づいて、予め定められた割合よりも高い割合で同一の画像に出現している人物の人物
識別情報の組を抽出して、抽出した組の人物識別情報を互いに関連づけて格納する
請求項３に記載の撮像装置。
【請求項５】
　少なくとも一の人物を示す人物識別情報をそれぞれ含む複数の人物群が記録された人物
群記録部と、
　前記人物識別情報入力部から人物識別情報が入力されなかった場合に、前記人物群記録
部に記録された少なくとも一の人物群をユーザに通知してユーザに選択させる人物群選択
部と、
　前記人物群選択部によって選択された人物群に含まれる少なくとも一の人物を示す人物
識別情報をユーザに通知して選択させる人物識別情報選択部と
をさらに備え、
　前記画像格納制御部は、前記撮像部によって最後に撮像された画像に対応づけて、前記
人物識別情報選択部で選択された人物識別情報を格納する
請求項１から４のいずれか１項に記載の撮像装置。
【請求項６】
　コンピュータを、請求項１から５のいずれか１項に記載の撮像装置として機能させるた
めのプログラム。
【請求項７】
　画像を撮像する撮像段階と、
　前記撮像段階において撮像された画像に人物が含まれるか否かを判断する人物判断段階
と、
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　前記人物判断段階において前記画像に人物が含まれると判断された場合に、前記画像に
含まれる人物画像を抽出する人物画像抽出段階と、
　画像と画像に含まれる人物を示す人物識別情報とを対応づけて格納する画像格納部に格
納された前記画像と、前記人物画像とを比較することによって、前記画像に含まれる人物
を示す人物識別情報を検索する人物識別情報検索段階と、
　前記人物識別情報検索段階において前記人物識別情報が検索された場合に、前記画像と
前記人物識別情報とを対応づけて、前記画像格納部に格納させる画像格納制御段階と、
　前記人物識別情報検索段階において前記人物識別情報が検索されなかった場合に、前記
撮像段階において撮像された画像に含まれる人物を入力すべき旨をユーザに対して通知す
る入力通知段階と、
　前記入力通知段階において入力すべき旨をユーザに対して通知された後の予め定められ
たタイミングまでの間に、前記撮像段階において撮像された画像に含まれる人物を示す人
物識別情報をユーザに入力させる人物識別情報入力段階と、
　前記人物識別情報入力段階において人物識別情報が入力された場合に、最後に撮像され
た画像に対応づけて、前記人物識別情報入力段階において入力された人物識別情報を格納
する画像格納段階と
を備える撮像方法。
【請求項８】
　画像に対応づけて、当該画像に含まれる人物を示す人物識別情報を格納する画像格納部
と、
　関連性が高い人物同士の人物識別情報が対応づけられた関連人物情報を格納する関連人
物情報格納部と、
　前記関連人物情報格納部が格納している関連人物情報に基づいて、ユーザに指定された
人物である指定人物と関連性の高い第１人物及び第２人物の人物識別情報を抽出する関連
人物情報抽出部と、
　前記指定人物を示す人物識別情報に対応づけて前記画像格納部が格納している画像であ
る指定人物画像を抽出する指定人物画像抽出部と、
　前記関連人物情報抽出部が抽出した前記第１人物を示す人物識別情報に対応づけて前記
画像格納部が格納している画像である第１関連人物画像及び前記第２人物を示す人物識別
情報に対応づけて前記画像格納部が格納している画像である第２関連人物画像を選択する
画像選択部と、
　前記画像選択部が選択した画像を含むアルバムを作成するアルバム作成部と
を備え、
　前記アルバム作成部は、
　前記指定人物画像抽出部が抽出した前記指定人物画像と、前記画像選択部が選択した前
記第１関連人物画像及び前記第２関連人物画像を、アルバムの同一ページに分類する画像
分類部であって、前記関連人物情報格納部が格納している関連人物情報に基づいて、同一
ページにおいて前記第１人物が含まれる数と前記第２人物が含まれる数とが略同一になる
ように、前記第１関連人物画像及び前記第２関連人物画像を各ページに分類する画像分類
部と、
　前記画像分類部がアルバムの同一ページに分類した前記指定人物画像、前記第１関連人
物画像、及び前記第２関連人物画像を用いて、当該ページを生成するアルバム生成部と
を有する
るアルバム作成装置。
【請求項９】
　画像に対応づけて、当該画像に含まれる人物を示す人物識別情報を格納する画像格納部
と、
　関連性が高い人物同士の人物識別情報が対応づけられた関連人物情報を格納する関連人
物情報格納部と、
　前記関連人物情報格納部が格納している関連人物情報に基づいて、ユーザに指定された
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人物である指定人物と関連性の高い第１人物及び第２人物の人物識別情報を抽出する関連
人物情報抽出部と、
　前記指定人物を示す人物識別情報に対応づけて前記画像格納部が格納している画像であ
る指定人物画像を抽出する指定人物画像抽出部と、
　前記関連人物情報抽出部が抽出した前記第１人物を示す人物識別情報に対応づけて前記
画像格納部が格納している画像である第１関連人物画像及び前記第２人物を示す人物識別
情報に対応づけて前記画像格納部が格納している画像である第２関連人物画像を選択する
画像選択部と、
　前記画像選択部が選択した画像を含むアルバムを作成するアルバム作成部と
を備え、
　前記アルバム作成部は、
　前記関連人物情報格納部が格納している関連人物情報に基づいて、前記画像格納部が格
納している画像に含まれる第１人物及び第２人物が占める面積を算出する面積算出部と、
　前記指定人物画像抽出部が抽出した指定人物画像と、前記画像選択部が選択した第１関
連人物画像及び第２関連人物画像とを、アルバムの同一ページに分類する画像分類部であ
って、前記関連人物情報格納部が格納している関連人物情報及び前記面積算出部が算出し
た面積に基づいて、同一ページにおける前記第１人物の面積と前記第２人物の面積とが略
同一になるように、第１関連人物画像及び第２関連人物画像を各ページに分類する画像分
類部と、
　前記画像分類部がアルバムの同一ページに分類した指定人物画像、第１関連人物画像、
及び第２関連人物画像を用いて、当該ページを生成するアルバム生成部と
を有する
るアルバム作成装置。
【請求項１０】
　画像に対応づけて、当該画像に含まれる人物を示す人物識別情報を格納する画像格納部
と、
　関連性が高い人物同士の人物識別情報が対応づけられた関連人物情報を格納する関連人
物情報格納部と、
　前記関連人物情報格納部が格納している関連人物情報に基づいて、ユーザに指定された
人物である指定人物と関連性の高い第１人物及び第２人物の人物識別情報を抽出する関連
人物情報抽出部と、
　前記指定人物を示す人物識別情報に対応づけて前記画像格納部が格納している画像であ
る指定人物画像を抽出する指定人物画像抽出部と、
　前記関連人物情報抽出部が抽出した前記第１人物を示す人物識別情報に対応づけて前記
画像格納部が格納している画像である第１関連人物画像及び前記第２人物を示す人物識別
情報に対応づけて前記画像格納部が格納している画像である第２関連人物画像を選択する
画像選択部と、
　前記画像選択部が選択した画像を含むアルバムを作成するアルバム作成部と
を備え、
　前記アルバム作成部は、
　前記指定人物画像抽出部が抽出した指定人物画像と、前記画像選択部が選択した第１関
連人物画像及び第２関連人物画像とを、アルバムの同一ページに分類する画像分類部と、
　前記関連人物情報格納部が格納している関連人物情報に基づいて、前記画像分類部がペ
ージ毎に分類した第１関連人物画像及び第２関連人物画像に含まれる第１人物及び第２人
物が占める面積をページ毎に算出する面積算出部と、
　前記画像分類部がアルバムの同一ページに分類した指定人物画像、第１関連人物画像、
及び第２関連人物画像を用いて、当該ページを生成するアルバム生成部であって、前記面
積算出部が算出した、同一ページにおいて第１人物が占める面積と第２人物が占める面積
とが略同一となるように、前記第１関連人物画像及び第２関連人物画像を拡大又は縮小し
てアルバムを生成するアルバム生成部と
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を有する
るアルバム作成装置。
【請求項１１】
　画像に対応づけて、当該画像に含まれる人物を示す人物識別情報を格納する画像格納部
と、
　関連性が高い人物同士の人物識別情報が対応づけられた関連人物情報を、当該人物同士
の関連性の高さに対応づけて格納する関連人物情報格納部と、
　前記関連人物情報格納部が格納している関連人物情報に基づいて、ユーザに指定された
人物である指定人物と関連性の高い第１人物を示す人物識別情報と、第１人物より前記指
定人物との関連性が低い第２人物を示す人物識別情報を抽出する関連人物情報抽出部と、
　前記関連人物情報抽出部が抽出した前記第１人物を示す人物識別情報に対応づけて前記
画像格納部が格納している画像である第１関連人物画像及び第２人物を示す人物識別情報
に対応づけて前記画像格納部が格納している画像である第２関連人物画像を選択する画像
選択部と、
　前記画像選択部が選択した画像を含むアルバムを作成するアルバム作成部であって、前
記画像選択部が選択した第１関連人物画像及び第２関連人物画像を含むページにおいて、
第１関連人物画像を前記第２関連人物画像より強調してレイアウトするアルバム作成部と
を備えるアルバム作成装置。
【請求項１２】
　前記アルバム作成部は、前記関連人物情報格納部が格納している関連人物情報に基づい
て、第１関連人物画像及び第２関連人物画像を含むページに含まれる第１人物の数が、当
該ページに含まれる第２人物の数より多くなるよう、当該ページに用いる第１関連人物画
像及び第２関連人物画像を選択する
を有する請求項１１に記載のアルバム作成装置。
【請求項１３】
　前記アルバム作成部は、
　前記関連人物情報格納部が格納している関連人物情報及び前記画像格納部が格納してい
る画像に基づいて、第１関連人物画像及び第２関連人物画像を含むページにおいて第１人
物が占める面積及び第２人物が占める面積を算出する面積算出部と、
　前記面積算出部が算出した第１人物が占める面積が、第２人物が占める面積より大きく
なるよう、当該ページに用いる前記第１関連人物画像及び前記第２関連人物画像を選択す
るアルバム生成部と
を有する請求項１１に記載のアルバム作成装置。
【請求項１４】
　前記関連人物情報格納部は、当該人物同士が親族関係にある場合に、親族関係がより近
いほどより高い関連性の高さに対応づけて関連人物情報を格納する
請求項１１に記載のアルバム作成装置。
【請求項１５】
　前記関連人物情報格納部は、アルバムの閲覧者を示す人物識別情報が対応づけられた関
連人物情報を、アルバムの閲覧者を示す人物識別情報が対応づけられていない関連人物情
報より高い関連性の高さに対応づけて格納する
請求項１１に記載のアルバム作成装置。
【請求項１６】
　画像に対応づけて、当該画像に含まれる人物を示す人物識別情報を格納する画像格納部
と、
　関連性が高い人物同士の人物識別情報が対応づけられた関連人物情報を格納する関連人
物情報格納部と、
　前記関連人物情報格納部が格納している関連人物情報に基づいて、ユーザに指定された
人物である指定人物と関連性の高い人物識別情報を抽出する関連人物情報抽出部と、
　前記関連人物情報抽出部が抽出した人物識別情報に対応づけて前記画像格納部が格納し
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ている画像を選択する画像選択部と、
　前記画像選択部が選択した画像を含むアルバムを作成するアルバム作成部と
を備え、
　前記アルバム作成部は、
　前記関連人物情報格納部が格納している関連人物情報に基づいて、前記画像選択部が選
択した一の画像に前記指定人物及び前記関連性の高い人物がともに含まれるか否かを判断
する人物判断部と、
　前記画像選択部が選択した一の画像に前記指定人物及び前記関連性の高い人物がともに
含まれると前記人物判断部が判断した場合に、当該画像から、前記指定人物及び前記関連
性の高い人物を含み、前記指定人物が強調してトリミングされたトリミング画像を生成す
るトリミング画像生成部と、
　前記トリミング画像生成部が生成したトリミング画像を用いてアルバムを生成するアル
バム生成部と
を有する
アルバム作成装置。
【請求項１７】
　画像に対応づけて、当該画像に含まれる人物を示す人物識別情報を格納する画像格納部
と、
　関連性が高い人物同士の人物識別情報が対応づけられた関連人物情報を当該人物同士の
関連性の高さに対応づけて格納する関連人物情報格納部と、
　前記関連人物情報格納部が格納している関連人物情報に基づいて、ユーザに指定された
人物である指定人物と関連性の高い人物識別情報を抽出する関連人物情報抽出部と、
　前記関連人物情報抽出部が抽出した人物識別情報に対応づけて前記画像格納部が格納し
ている画像を選択する画像選択部と、
　前記画像選択部が選択した画像を含むアルバムを作成するアルバム作成部と
を備え、
　前記アルバム作成部は、
　前記関連人物情報格納部が格納している関連人物情報に基づいて、前記画像選択部が選
択した一の画像に、第１人物及び第１人物より前記指定人物との関連性が低い第２人物が
ともに含まれるか否かを判断する人物判断部と、
　前記画像選択部が選択した一の画像に第１人物及び第２人物がともに含まれると前記人
物判断部が判断した場合に、当該画像から、前記第１人物と前記第２人物を含み、前記第
１人物が前記第２人物より強調してトリミングされたトリミング画像を生成するトリミン
グ画像生成部と、
　前記トリミング画像生成部が生成したトリミング画像を用いてアルバムを生成するアル
バム生成部と
を有する
アルバム作成装置。
【請求項１８】
　画像に対応づけて、当該画像に含まれる人物を示す人物識別情報を格納する画像格納部
と、
　関連性が高い人物同士の人物識別情報が対応づけられた関連人物情報を格納する関連人
物情報格納部と、
　前記関連人物情報格納部が格納している関連人物情報に基づいて、ユーザに指定された
人物である指定人物と関連性の高い指定人物以外の人物である関連人物の識別情報を抽出
する関連人物情報抽出部と、
　前記指定人物を示す人物識別情報に対応づけて前記画像格納部が格納している画像であ
る指定人物画像を抽出する指定人物画像抽出部と、
　前記関連人物情報抽出部が抽出した人物識別情報に対応づけて前記画像格納部が格納し
ている画像を選択する画像選択部と、
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　前記画像選択部が選択した画像と、前記指定人物画像抽出部が抽出した指定人物画像と
を含むアルバムを作成するアルバム作成部と
を備えるアルバム作成装置。
【請求項１９】
　前記指定人物を示す人物識別情報に対応づけて前記画像格納部が格納している画像であ
る指定人物画像を抽出する指定人物画像抽出部
をさらに備え、
　前記アルバム作成部は、
　前記画像選択部が選択した画像である関連人物画像と、前記指定人物画像抽出部が抽出
した指定人物画像とを、アルバムの異なるページに分類する画像分類部と、
　前記画像分類部がアルバムの各ページに分類した画像を用いて、アルバムの各ページを
生成するアルバム生成部と
を有する請求項１８に記載のアルバム作成装置。
【請求項２０】
　前記指定人物を示す人物識別情報に対応づけて前記画像格納部が格納している画像であ
る指定人物画像を抽出する指定人物画像抽出部
をさらに備え、
　前記関連人物情報抽出部は、前記関連人物情報格納部が格納している関連人物情報に基
づいて、前記指定人物と関連性の高い第１人物及び第２人物の人物識別情報を抽出し、
　前記画像選択部は、前記関連人物情報抽出部が抽出した第１人物を示す人物識別情報に
対応づけて前記画像格納部が格納している画像である第１関連人物画像及び第２人物を示
す人物識別情報に対応づけて前記画像格納部が格納している画像である第２関連人物画像
を選択し、
　前記アルバム作成部は、
　前記画像選択部が選択した第１関連人物画像と前記指定人物画像抽出部が抽出した指定
人物画像とをアルバムの一のページに分類し、前記画像選択部が選択した第２関連人物画
像と前記指定人物画像抽出部が抽出した指定人物画像とをアルバムの他のページに分類す
る画像分類部と、
　前記画像分類部が各ページに分類した画像を用いて、アルバムにおける各ページを生成
するアルバム生成部と
を有する請求項１８に記載のアルバム作成装置。
【請求項２１】
　コンピュータを、請求項８から２０のいずれか１項に記載のアルバム作成装置として機
能させるためのプログラム。
【請求項２２】
　関連性が高い人物同士の人物識別情報が対応づけられた関連人物情報を格納する関連人
物情報格納部に格納されている関連人物情報に基づいて、ユーザに指定された人物である
指定人物と関連性の高い第１人物及び第２人物の人物識別情報を抽出する関連人物情報抽
出段階と、
　画像に対応づけて、当該画像に含まれる人物を示す人物識別情報を格納する画像格納部
から、前記指定人物を示す人物識別情報に対応づけて格納されている画像である指定人物
画像を抽出する指定人物画像抽出段階と、
　前記関連人物情報抽出段階において抽出された前記第１人物を示す人物識別情報に対応
づけて前記画像格納部に格納されている画像である第１関連人物画像及び前記第２人物を
示す人物識別情報に対応づけて前記画像格納に部格納されている画像である第２関連人物
画像を抽出する画像抽出段階と、
　前記画像抽出段階において抽出された画像を含むアルバムを作成するアルバム作成段階
と
を備え、
　前記アルバム作成段階は、
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　前記指定人物画像抽出段階において抽出された指定人物画像と、前記画像抽出段階にお
いて抽出された前記第１関連人物画像及び前記第２関連人物画像とを、アルバムの同一ペ
ージに分類する画像分類段階であって、前記関連人物情報格納部に格納されている関連人
物情報に基づいて、同一ページにおいて前記第１人物が含まれる数と前記第２人物が含ま
れる数とが略同一になるように、前記第１関連人物画像及び前記第２関連人物画像を各ペ
ージに分類する画像分類段階と、
　前記画像分類段階においてアルバムの同一ページに分類された前記指定人物画像、前記
第１関連人物画像、及び前記第２関連人物画像を用いて、当該ページを生成するアルバム
生成段階と
を有する
るアルバム作成方法。
【請求項２３】
　関連性が高い人物同士の人物識別情報が対応づけられた関連人物情報を格納する関連人
物情報格納部に格納されている関連人物情報に基づいて、ユーザに指定された人物である
指定人物と関連性の高い第１人物及び第２人物の人物識別情報を抽出する関連人物情報抽
出段階と、
　画像に対応づけて、当該画像に含まれる人物を示す人物識別情報を格納する画像格納部
から、前記指定人物を示す人物識別情報に対応づけて格納されている画像である指定人物
画像を抽出する指定人物画像抽出段階と、
　前記関連人物情報抽出段階において抽出された前記第１人物を示す人物識別情報に対応
づけて前記画像格納部が格納している画像である第１関連人物画像及び第２人物を示す人
物識別情報に対応づけて前記画像格納部が格納している画像である第２関連人物画像を選
択する画像選択段階と、
　前記画像選択段階において選択された画像を含むアルバムを作成するアルバム作成段階
と
を備え、
　前記アルバム作成段階は、
　前記関連人物情報格納部が格納している関連人物情報に基づいて、前記画像格納部が格
納している画像に含まれる第１人物及び第２人物が占める面積を算出する面積算出段階と
、
　前記指定人物画像抽出段階において抽出された指定人物画像と、前記画像選択段階にお
いて選択された第１関連人物画像及び第２関連人物画像とを、アルバムの同一ページに分
類する画像分類段階であって、前記関連人物情報格納部が格納している関連人物情報及び
前記面積算出段階において算出された面積に基づいて、同一ページにおける前記第１人物
の面積と前記第２人物の面積とが略同一になるように、前記第１関連人物画像及び前記第
２関連人物画像を各ページに分類する画像分類段階と、
　前記画像分類段階においてアルバムの同一ページに分類された指定人物画像、第１関連
人物画像、及び第２関連人物画像を用いて、当該ページを生成するアルバム生成段階と
を有する
るアルバム作成方法。
【請求項２４】
　関連性が高い人物同士の人物識別情報が対応づけられた関連人物情報を格納する関連人
物情報格納部が格納している関連人物情報に基づいて、ユーザに指定された人物である指
定人物と関連性の高い第１人物及び第２人物の人物識別情報を抽出する関連人物情報抽出
段階と、
　画像に対応づけて、当該画像に含まれる人物を示す人物識別情報を格納する画像格納部
から、前記指定人物を示す人物識別情報に対応づけて格納されている画像である指定人物
画像を抽出する指定人物画像抽出段階と、
　前記関連人物情報抽出段階において抽出された前記第１人物を示す人物識別情報に対応
づけて前記画像格納部が格納している画像である第１関連人物画像及び前記第２人物を示
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す人物識別情報に対応づけて前記画像格納部が格納している画像である第２関連人物画像
を選択する画像選択段階と、
　前記画像選択段階において選択された画像を含むアルバムを作成するアルバム作成段階
と
を備え、
　前記アルバム作成段階は、
　前記指定人物画像抽出段階において抽出された指定人物画像と、前記画像選択段階にお
いて選択された第１関連人物画像及び第２関連人物画像とを、アルバムの同一ページに分
類する画像分類段階と、
　前記関連人物情報格納部が格納している関連人物情報に基づいて、前記画像分類段階に
おいてページ毎に分類された第１関連人物画像及び第２関連人物画像に含まれる第１人物
及び第２人物が占める面積をページ毎に算出する面積算出段階と、
　前記画像分類段階においてアルバムの同一ページに分類された指定人物画像、第１関連
人物画像、及び第２関連人物画像を用いて、当該ページを生成するアルバム生成段階であ
って、前記面積算出段階において算出された、同一ページにおいて第１人物が占める面積
と第２人物が占める面積とが略同一となるように、第１人物画像及び第２人物画像を拡大
又は縮小してアルバムを生成するアルバム生成段階と
を有する
るアルバム作成方法。
【請求項２５】
　関連性が高い人物同士の人物識別情報が対応づけられた関連人物情報を、当該人物同士
の関連性の高さに対応づけて格納する関連人物情報格納部が格納している関連人物情報に
基づいて、ユーザに指定された人物である指定人物と関連性の高い第１人物を示す人物識
別情報と、第１人物より前記指定人物との関連性が低い第２人物を示す人物識別情報を抽
出する関連人物情報抽出段階と、
　画像に対応づけて、当該画像に含まれる人物を示す人物識別情報を格納する画像格納部
から、前記関連人物情報抽出段階において抽出された前記第１人物を示す人物識別情報に
対応づけて格納されている画像である第１関連人物画像及び第２人物を示す人物識別情報
に対応づけて前記画像格納部が格納されている画像である第２関連人物画像を選択する画
像選択段階と、
　前記画像選択段階において選択された画像を含むアルバムを作成するアルバム作成段階
であって、前記画像選択段階において選択された第１関連人物画像及び第２関連人物画像
を含むページにおいて、第１関連人物画像を前記第２関連人物画像より強調してレイアウ
トするアルバム作成段階と
を備えるアルバム作成方法。
【請求項２６】
　関連性が高い人物同士の人物識別情報が対応づけられた関連人物情報を格納する関連人
物情報格納部が格納している関連人物情報に基づいて、ユーザに指定された人物である指
定人物と関連性の高い人物識別情報を抽出する関連人物情報抽出段階と、
　画像に対応づけて、当該画像に含まれる人物を示す人物識別情報を格納する画像格納部
から、前記関連人物情報抽出段階において抽出された人物識別情報に対応づけて格納され
ている画像を選択する画像選択段階と、
　前記画像選択段階において選択された画像を含むアルバムを作成するアルバム作成段階
と
を備え、
　前記アルバム作成段階は、
　前記関連人物情報格納部が格納している関連人物情報に基づいて、前記画像選択段階に
おいて選択された一の画像に前記指定人物及び前記関連性の高い人物がともに含まれるか
否かを判断する人物判断段階と、
　前記画像選択段階において選択された一の画像に前記指定人物及び前記関連性の高い人
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物がともに含まれると前記人物判断段階において判断された場合に、当該画像から、前記
指定人物及び前記関連性の高い人物を含み、前記指定人物が強調してトリミングされたト
リミング画像を生成するトリミング画像生成段階と、
　前記トリミング画像生成段階において生成されたトリミング画像を用いてアルバムを生
成するアルバム生成段階と
を有する
アルバム作成方法。
【請求項２７】
　関連性が高い人物同士の人物識別情報が対応づけられた関連人物情報を当該人物同士の
関連性の高さに対応づけて格納する関連人物情報格納部が格納している関連人物情報に基
づいて、ユーザに指定された人物である指定人物と関連性の高い人物識別情報を抽出する
関連人物情報抽出段階と、
　画像に対応づけて、当該画像に含まれる人物を示す人物識別情報を格納する画像格納部
から、前記関連人物情報抽出段階において抽出された人物識別情報に対応づけて格納され
ている画像を選択する画像選択段階と、
　前記画像選択段階において選択された画像を含むアルバムを作成するアルバム作成段階
と
を備え、
　前記アルバム作成段階は、
　前記関連人物情報格納部が格納している関連人物情報に基づいて、前記画像選択段階に
おいて選択された一の画像に、第１人物及び前記第１人物より前記指定人物との関連性が
低い第２人物がともに含まれるか否かを判断する人物判断段階と、
　前記画像選択段階において選択された一の画像に前記第１人物及び前記第２人物がとも
に含まれると前記人物判断段階において判断された場合に、当該画像から、前記第１人物
を前記第２人物を含み、前記第１人物が前記第２人物より強調してトリミングされたトリ
ミング画像を生成するトリミング画像生成段階と、
　前記トリミング画像生成段階において生成されたトリミング画像を用いてアルバムを生
成するアルバム生成段階と
を有する
アルバム作成方法。
【請求項２８】
　関連性が高い人物同士の人物識別情報が対応づけられた関連人物情報を格納する関連人
物情報格納部が格納している関連人物情報に基づいて、ユーザに指定された人物である指
定人物と関連性の高い指定人物以外の人物である関連人物の識別情報を抽出する関連人物
情報抽出段階と、
　画像に対応づけて、当該画像に含まれる人物を示す人物識別情報を格納する画像格納部
から、前記指定人物を示す人物識別情報に対応づけて格納されている画像である指定人物
画像を抽出する指定人物画像抽出段階と、
　前記関連人物情報抽出段階において抽出された人物識別情報に対応づけて前記画像格納
部が格納している画像を選択する画像選択段階と、
　前記画像選択段階において選択された画像と、前記指定人物画像抽出段階において抽出
された指定人物画像とを含むアルバムを作成するアルバム作成段階と
を備えるアルバム作成方法。
【請求項２９】
　人物を示す人物識別情報をユーザに入力させる人物識別情報入力部と、
　撮像画像を撮像する撮像部と、
　前記撮像部が前記撮像画像を撮像する前に、前記撮像部によって撮像される予備画像の
予め定められた領域から人物を抽出する人物抽出部と、
　前記人物識別情報入力部から人物識別情報が入力されてから予め定められたタイミング
までの間に前記撮像部によって撮像画像が撮像された場合に、前記撮像画像に人物が含ま
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れるか否かを判断する人物判断部と、
　前記人物抽出部が抽出した人物と、前記撮像画像に含まれる人物をマッチングすること
によって、前記撮像画像における人物の位置を特定する人物位置特定部と、
　前記人物判断部が、前記撮像部によって撮像された撮像画像に人物が含まれると判断し
た場合に、前記撮像部によって撮像された撮像画像、前記人物識別情報入力部から入力さ
れた人物識別情報及び前記人物位置特定部が特定した人物の位置とを対応づけて格納する
画像格納部と
を備える撮像装置。
【請求項３０】
　前記人物抽出部は、前記予備画像の中央を含む予め定められた範囲の領域から人物を抽
出する
請求項２９に記載の撮像装置。
【請求項３１】
　前記人物抽出部は、ユーザが前記撮像装置のレリーズボタンを半押ししたタイミングで
前記予備画像を取得して、取得した前記予備画像における予め定められた領域から人物を
抽出する
請求項２９または３０に記載の撮像装置。
【請求項３２】
　前記人物識別情報入力部は、複数の人物をそれぞれ示す複数の人物識別情報をユーザに
入力させ、
　前記画像格納部は、前記人物判断部が前記撮像部によって撮像された撮像画像に人物が
含まれると判断した場合に、前記撮像部によって撮像された撮像画像と、前記人物識別情
報入力部から入力された複数の人物識別情報とを対応づけて格納する
請求項２９から３１のいずれか１項に記載の撮像装置。
【請求項３３】
　前記人物判断部が前記撮像部によって撮像された撮像画像に人物が含まれると判断した
場合に、前記撮像部によって撮像された撮像画像に含まれる人物の数を算出する人数算出
部と、
　前記人物識別情報入力部から入力された人物識別情報の数と、前記人数算出部が算出し
た人物の数が共に１であると判断した場合に、前記撮像部によって撮像された撮像画像と
、前記人物識別情報とを対応づけて画像格納部に格納させる画像格納制御部と、
　前記人物識別情報入力部から入力された人物識別情報の数と、前記人数算出部が算出し
た人物の数のいずれかが１でない旨を判断した場合に、人物識別情報を前記人物判断部が
判断した人物に対応づけてユーザに通知する人物通知部と、
　前記人物通知部が通知した人物識別情報が、人物判断部によって判断された人物を示す
か否かを、人物判断部が判断した人物に対応づけてユーザから入力させる確認情報入力部
と
をさらに備え、
　前記画像格納制御部は、前記確認情報入力部から入力された確認情報が、前記人物通知
部が通知した人物識別情報が前記人物判断部によって判断された人物を示す場合に、前記
撮像部によって撮像された撮像画像と前記人物通知部が通知した人物識別情報とを対応づ
けて画像格納部に格納させる
請求項２９に記載の撮像装置。
【請求項３４】
　前記人物判断部が前記撮像部によって撮像された撮像画像に人物が含まれると判断した
場合に、前記撮像部によって撮像された撮像画像に含まれる人物の数を算出する人数算出
部
をさらに備え、
　前記画像格納部は、前記人物判断部が前記撮像部によって撮像された撮像画像に人物が
含まれると判断した場合に、前記人数算出部が算出した人数が前記人物識別情報入力部か
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ら入力された人物識別情報の数以上であることを条件として、前記撮像部によって撮像さ
れた撮像画像と、前記人物識別情報入力部から入力された複数の人物識別情報とを対応づ
けて格納し、前記人数算出部が算出した人数が前記人物識別情報入力部から入力された人
物識別情報の数よりも少ない場合には、タグ情報として人物識別情報が含まれない撮像画
像を格納する
請求項２９に記載の撮像装置。
【請求項３５】
　人物を示す人物識別情報をユーザに入力させる人物識別情報入力部と、
　撮像画像を撮像する撮像部と、
　前記人物識別情報入力部から人物識別情報が入力されてから予め定められたタイミング
までの間に前記撮像部によって撮像画像が撮像された場合に、前記撮像部が撮像した撮像
画像に人物が含まれるか否かを判断する人物判断部と、
　前記人物判断部が前記撮像部によって撮像された撮像画像に人物が含まれると判断した
場合に、前記撮像部によって撮像された撮像画像に含まれる人物の数を算出する人数算出
部と、
　前記人物識別情報入力部から入力された人物識別情報の数と、前記人数算出部が算出し
た人物の数が共に１であると判断した場合に、前記撮像部によって撮像された撮像画像と
、前記人物識別情報とを対応づけて画像格納部に格納させる画像格納制御部と、
　前記人物識別情報入力部から入力された人物識別情報の数と、前記人数算出部が算出し
た人物の数のいずれかが１でない旨を判断した場合に、前記人物識別情報を、前記人物判
断部が判断した人物に対応づけてユーザに通知する人物通知部と、
　前記人物通知部が通知した人物識別情報が、前記人物判断部によって判断された人物を
示すか否かを、前記人物判断部が判断した人物に対応づけてユーザから入力させる確認情
報入力部と
を備え、
　前記画像格納制御部は、前記確認情報入力部から入力された確認情報が、前記人物通知
部が通知した人物識別情報が前記人物判断部によって判断された人物を示す場合に、前記
撮像部によって撮像された撮像画像、前記人物通知部が通知した人物識別情報とを対応づ
けて前記画像格納部に格納させる
撮像装置。
【請求項３６】
　前記画像格納部は、前記人数算出部が算出した人数が前記人物識別情報入力部から入力
された人物識別情報の数よりも少ない場合には、タグ情報として人物識別情報が含まれな
い撮像画像を格納する
請求項３４に記載の撮像装置。
【請求項３７】
　コンピュータを、請求項２９から３５のいずれか１項に記載の撮像装置として機能させ
るためのプログラム。
【請求項３８】
　人物を示す人物識別情報をユーザに入力させる人物識別情報入力段階と、
　撮像画像を撮像する撮像段階と、
　前記撮像段階において前記撮像画像を撮像する前に撮像される予備画像の予め定められ
た領域から人物を抽出する人物抽出段階と、
　前記人物識別情報入力段階において人物識別情報が入力されてから予め定められたタイ
ミングまでの間に前記撮像画像が撮像された場合に、前記撮像画像に人物が含まれるか否
かを判断する人物判断段階と、
　前記人物抽出段階において抽出された人物と、前記撮像画像に含まれる人物をマッチン
グすることによって、前記撮像画像における人物の位置を特定する人物位置特定段階と、
　前記撮像画像と、前記人物識別情報入力において入力された人物識別情報及び前記人物
位置特定段階において特定された人物の位置とを対応づけて格納する画像格納段階と
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を備える撮像方法。
【請求項３９】
　人物を示す人物識別情報をユーザに入力させる人物識別情報入力段階と、
　撮像画像を撮像する撮像段階と、
　前記人物識別情報入力段階において人物識別情報が入力されてから予め定められたタイ
ミングまでの間に前記撮像段階において撮像画像が撮像された場合に、前記撮像段階にお
いて撮像した撮像画像に人物が含まれるか否かを判断する人物判断段階と、
　前記人物判断段階において、前記撮像段階において撮像された撮像画像に人物が含まれ
ると判断された場合に、前記撮像段階において撮像された撮像画像に含まれる人物の数を
算出する人数算出段階と、
　前記人物識別情報入力段階において入力された人物識別情報の数と、前記人数算出段階
において算出された人物の数が共に１であると判断した場合に、前記撮像段階において撮
像された撮像画像と、前記人物識別情報とを対応づけて画像格納部に格納させる画像格納
制御段階と、
　前記人物識別情報入力段階において入力された人物識別情報の数と、前記人数算出段階
において算出された人物の数のいずれかが１でない旨を判断した場合に、前記人物識別情
報を、前記人物判断段階において判断された人物に対応づけてユーザに通知する人物通知
段階と、
　前記人物通知段階において通知された人物識別情報が、前記人物判断段階において判断
された人物を示すか否かを、前記人物判断段階において判断された人物に対応づけてユー
ザから入力させる確認情報入力段階と
を備え、
　前記画像格納制御段階は、前記確認情報入力段階において入力された確認情報が、前記
人物通知段階において通知された人物識別情報が前記人物判断段階において判断された人
物を示す場合に、前記撮像段階において撮像された撮像画像と前記人物通知段階において
通知された人物識別情報とを対応づけて前記画像格納部に格納させる
撮像方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、撮像装置、撮像方法、アルバム作成装置、アルバム作成方法、アルバム作成
システム、及びプログラムに関する。特に本発明は、画像を撮像する撮像装置及び撮像方
法、画像からアルバムを生成するアルバム作成装置、撮像装置とアルバム作成装置を含む
アルバム作成システム、並びに、撮像装置及びアルバム作成装置用のプログラムに関する
。
【０００２】
　旅行先で撮影した画像データに付帯された位置情報、撮影時間情報等のタグ情報を元に
して、画面の中心に旅行先の地図を配置して、地図の周囲に配置された画像と地図上にお
ける撮像位置とを線で結ぶなどして、地図と画像との関連がわかるようにレイアウトされ
たアルバムを作成するアルバム作成システムが知られている（例えば、特許文献１参照。
）。
【特許文献１】特開平１０－１２６７３１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　しかしながら、特許文献１の技術によってアルバムを作成したとき、例えばアルバムの
主人公となる人物にとって全く関係のない観光客等が写った画像がアルバムに収められて
しまう場合がある。このようなアルバムは閲覧者にとって全くつまらないものになってし
まう。したがって、アルバムの主人公となる人物、アルバムの閲覧者等にとって身近な人
物が写った画像を選択してアルバムが作成されるのが望ましい。しかし、アルバムの作成
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者は、画像に写っている人物のうち、どの人物とどの人物とが身近な人物であるかを容易
に判断することができない。このため、アルバムの作成時に手間がかかってしまうという
課題があった。
【０００４】
　そこで本発明は、上記の課題を解決することができる撮像装置、撮像方法、アルバム作
成装置、アルバム作成方法、アルバム作成システム、及びプログラムを提供することを目
的とする。この目的は特許請求の範囲における独立項に記載の特徴の組み合わせにより達
成される。また従属項は本発明の更なる有利な具体例を規定する。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明の第１の形態における撮像装置は、画像を撮像する撮像部と、撮像部が撮像した
画像に人物が含まれるか否かを判断する人物判断部と、人物判断部が画像に人物が含まれ
ると判断した場合に撮像部が撮像した画像に含まれる人物を入力すべき旨をユーザに対し
て通知する入力通知部と、入力通知部が入力すべき旨をユーザに対して通知した後の所定
のタイミングまでの間に、撮像部が撮像した画像に含まれる人物を示す人物識別情報をユ
ーザに入力させる人物識別情報入力部と、人物識別情報入力部から人物識別情報が入力さ
れた場合に、撮像部によって最後に撮像された画像に対応づけて、人物識別情報入力部か
ら入力された人物識別情報を格納する画像格納部とを備える。
【０００６】
　人物判断部が画像に人物が含まれると判断した場合に、撮像部によって新たに撮像され
た画像に含まれる人物画像を抽出する人物画像抽出部と、人物画像抽出部が抽出した人物
画像を画像格納部が格納している画像と比較することによって、撮像部によって新たに撮
像された画像に含まれる人物を示す人物識別情報を検索する人物識別情報検索部とをさら
に備え、画像格納部は、撮像部によって新たに撮像された画像に対応づけて、人物識別情
報検索部が検索した人物識別情報を格納してよい。
【０００７】
　人物識別情報検索部が検索した人物識別情報が示す人物をユーザに通知する検索人物通
知部と、検索人物通知部が通知した人物が撮像部によって新たに撮像された画像に含まれ
る人物であるか否かの確認情報をユーザに入力させる確認情報入力部と、確認情報入力部
から入力された確認情報が、検索人物通知部が通知した人物が撮像部によって新たに撮像
された画像に含まれる人物であることを示す場合に、撮像部によって新たに撮像された画
像に対応づけて、人物識別情報検索部が検索した人物識別情報を画像格納部に格納させる
画像格納制御部とをさらに備えてよい。
【０００８】
　同一の画像に存在する蓋然性が高い複数の人物の人物識別情報を互いに対応づけて格納
する関連人物情報格納部をさらに備え、人物画像抽出部が撮像部によって新たに撮像され
た画像から複数の人物を抽出した場合であって、画像格納部が、人物画像抽出部が抽出し
た第１の人物の人物識別情報を格納しており、人物画像抽出部が抽出した第２の人物の人
物識別情報を格納していない場合、人物画像抽出部は、撮像部によって新たに撮像された
画像に含まれる第１の人物の人物画像を抽出し、人物識別情報検索部は、人物画像抽出部
が抽出した第１の人物の人物画像を画像格納部が格納している画像と比較することによっ
て、第１の人物を示す人物識別情報を検索し、さらに検索された第１の人物を示す人物識
別情報に対応づけて関連人物情報格納部が格納している人物識別情報を第２の人物の人物
識別情報として検索してよい。
【０００９】
　少なくとも一の人物を示す人物識別情報をそれぞれ含む複数の人物群が記録された人物
群記録部と、人物識別情報入力部から人物識別情報が入力されなかった場合に、人物群記
録部に記録された少なくとも一の人物群をユーザに通知してユーザに選択させる人物群選
択部と、人物群選択部によって選択された人物群に含まれる少なくとも一の人物を示す人
物識別情報をユーザに通知して選択させる人物識別情報選択部とをさらに備え、画像格納
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部は、撮像部によって最後に撮像された画像に対応づけて、人物識別情報選択部で選択さ
れた人物識別情報を格納してよい。
【００１０】
　本発明の第２の形態における撮像方法は、画像を撮像する撮像段階と、撮像段階におい
て撮像された画像に人物が含まれるか否かを判断する人物判断段階と、人物判断段階にお
いて画像に人物が含まれると判断された場合に撮像段階において撮像された画像に含まれ
る人物を入力すべき旨をユーザに対して通知する入力通知段階と、入力通知段階において
入力すべき旨をユーザに対して通知された後の所定のタイミングまでの間に、撮像段階に
おいて撮像された画像に含まれる人物を示す人物識別情報をユーザに入力させる人物識別
情報入力段階と、人物識別情報入力段階において人物識別情報が入力された場合に、撮像
段階において最後に撮像された画像に対応づけて、人物識別情報入力段階において入力さ
れた人物識別情報を格納する画像格納段階とを備える。
【００１１】
　本発明の第３の形態によると、画像を撮像する撮像装置用のプログラムであって、撮像
装置を、画像を撮像する撮像部、撮像部が撮像した画像に人物が含まれるか否かを判断す
る人物判断部、人物判断部が画像に人物が含まれると判断した場合に撮像部が撮像した画
像に含まれる人物を入力すべき旨をユーザに対して通知する入力通知部、入力通知部が入
力すべき旨をユーザに対して通知した後の所定のタイミングまでの間に、撮像部が撮像し
た画像に含まれる人物を示す人物識別情報をユーザに入力させる人物識別情報入力部、人
物識別情報入力部から人物識別情報が入力された場合に、撮像部によって最後に撮像され
た画像に対応づけて、人物識別情報入力部から入力された人物識別情報を格納する画像格
納部として機能させる。
【００１２】
　本発明の第４の形態におけるアルバム作成装置は、画像に対応づけて、当該画像に含ま
れる人物を示す人物識別情報を格納する画像格納部と、関連性が高い人物同士の人物識別
情報が対応づけられた関連人物情報を格納する関連人物情報格納部と、関連人物情報格納
部が格納している関連人物情報に基づいて、ユーザに指定された人物である指定人物と関
連性の高い人物の人物識別情報を抽出する関連人物情報抽出部と、関連人物情報抽出部が
抽出した人物識別情報に対応づけて画像格納部が格納している画像を選択する画像選択部
と、画像選択部が選択した画像を含むアルバムを作成するアルバム作成部とを備える。
【００１３】
　指定人物を示す人物識別情報に対応づけて画像格納部が格納している画像である指定人
物画像を抽出する指定人物画像抽出部をさらに備え、アルバム作成部は、画像選択部が選
択した画像である関連人物画像と、指定人物画像抽出部が抽出した指定人物画像とを、ア
ルバムの異なるページに分類する画像分類部と、画像分類部がアルバムの各ページに分類
した画像を用いて、アルバムの各ページを生成するアルバム生成部とを有してよい。
【００１４】
　指定人物を示す人物識別情報に対応づけて画像格納部が格納している画像である指定人
物画像を抽出する指定人物画像抽出部をさらに備え、関連人物情報抽出部は、関連人物情
報格納部が格納している関連人物情報に基づいて、指定人物と関連性の高い第１人物及び
第２人物の人物識別情報を抽出し、画像選択部は、関連人物情報抽出部が抽出した第１人
物を示す人物識別情報に対応づけて画像格納部が格納している画像である第１関連人物画
像及び第２人物を示す人物識別情報に対応づけて画像格納部が格納している画像である第
２関連人物画像を選択し、アルバム作成部は、画像選択部が選択した第１関連人物画像と
指定人物画像抽出部が抽出した指定人物画像とをアルバムの一のページに分類し、画像選
択部が選択した第２関連人物画像と指定人物画像抽出部が抽出した指定人物画像とをアル
バムの他のページに分類する画像分類部と、画像分類部が各ページに分類した画像を用い
て、アルバムにおける各ページを生成するアルバム生成部とを有してよい。
【００１５】
　指定人物を示す人物識別情報に対応づけて画像格納部が格納している画像である指定人
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物画像を抽出する指定人物画像抽出部をさらに備え、関連人物情報抽出部は、関連人物情
報格納部が格納している関連人物情報に基づいて、指定人物と関連性の高い第１人物及び
第２人物の人物識別情報を抽出し、画像選択部は、関連人物情報抽出部が抽出した第１人
物を示す人物識別情報に対応づけて画像格納部が格納している画像である第１関連人物画
像及び第２人物を示す人物識別情報に対応づけて画像格納部が格納している画像である第
２関連人物画像を選択し、アルバム作成部は、指定人物画像抽出部が抽出した指定人物画
像と、画像選択部が選択した第１関連人物画像及び第２関連人物画像とを、アルバムの同
一ページに分類する画像分類部と、画像分類部がアルバムの同一ページに分類した指定人
物画像、第１関連人物画像、及び第２関連人物画像を用いて、当該ページを生成するアル
バム生成部とを有してよい。
【００１６】
　画像分類部は、関連人物情報格納部が格納している関連人物情報に基づいて、同一ペー
ジにおいて第１人物が含まれる数と第２人物が含まれる数とが略同一になるように、第１
関連人物画像及び第２関連人物画像を各ページに分類してよい。
【００１７】
　アルバム作成部は、関連人物情報格納部が格納している関連人物情報に基づいて、画像
格納部が格納している画像に含まれる第１人物及び第２人物が占める面積を算出する面積
算出部をさらに有し、画像分類部は、関連人物情報格納部が格納している関連人物情報及
び面積算出部が算出した面積に基づいて、同一ページにおける第１人物の面積と第２人物
の面積とが略同一になるように、第１関連人物画像及び第２関連人物画像を各ページに分
類してよい。
【００１８】
　アルバム作成部は、関連人物情報格納部が格納している関連人物情報に基づいて、画像
分類部がページ毎に分類した第１関連人物画像及び第２関連人物画像に含まれる第１人物
及び第２人物が占める面積をページ毎に算出する面積算出部をさらに有し、アルバム生成
部は、面積算出部が算出した、同一ページにおいて第１人物が占める面積と第２人物が占
める面積とが略同一となるように、第１人物画像及び第２人物画像を拡大又は縮小してア
ルバムを生成してよい。
【００１９】
　関連人物情報格納部は、関連性が高い人物同士の人物識別情報が対応づけられた関連人
物情報を、当該人物同士の関連性の高さに対応づけて格納しており、関連人物情報抽出部
は、指定人物との関連性が高い第１人物を示す人物識別情報と、第１人物より指定人物と
の関連性が低い第２人物を示す人物識別情報を抽出し、画像選択部は、関連人物情報抽出
部が抽出した第１人物を示す人物識別情報に対応づけて画像格納部が格納している画像で
ある第１関連人物画像及び第２人物を示す人物識別情報に対応づけて画像格納部が格納し
ている画像である第２関連人物画像を選択し、アルバム作成部は、画像選択部が選択した
第１関連人物画像及び第２関連人物画像を含むページにおいて、第１関連人物画像を第２
関連人物画像より強調してレイアウトしてよい。
【００２０】
　アルバム作成部は、関連人物情報格納部が格納している関連人物情報に基づいて、第１
関連人物画像及び第２関連人物画像を含むページに含まれる第１人物の数が、当該ページ
に含まれる第２人物の数より多くなるよう、当該ページに用いる第１関連人物画像及び第
２関連人物画像を選択してよい。
【００２１】
　アルバム作成部は、関連人物情報格納部が格納している関連人物情報及び画像格納部が
格納している画像に基づいて、第１関連人物画像及び第２関連人物画像を含むページにお
いて第１人物が占める面積及び第２人物が占める面積を算出する面積算出部と、面積算出
部が算出した第１人物が占める面積が、第２人物が占める面積より大きくなるよう、当該
ページに用いる第１関連人物画像及び第２関連人物画像を選択するアルバム生成部とを有
してよい。
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【００２２】
　関連人物情報格納部は、当該人物同士が親族関係にある場合に、親族関係がより近いほ
どより高い関連性の高さに対応づけて関連人物情報を格納してよい。
【００２３】
　関連人物情報格納部は、アルバムの閲覧者を示す人物識別情報が対応づけられた関連人
物情報を、アルバムの閲覧者を示す人物識別情報が対応づけられていない関連人物情報よ
り高い関連性の高さに対応づけて格納してよい。
【００２４】
　アルバム作成部は、関連人物情報格納部が格納している関連人物情報に基づいて、画像
選択部が選択した一の画像に指定人物及び関連性の高い人物がともに含まれるか否かを判
断する人物判断部と、画像選択部が選択した一の画像に指定人物及び関連性の高い人物が
ともに含まれると人物判断部が判断した場合に、当該画像から、指定人物及び関連性の高
い人物を含み、指定人物が強調してトリミングされたトリミング画像を生成するトリミン
グ画像生成部と、トリミング画像生成部が生成したトリミング画像を用いてアルバムを生
成するアルバム生成部とを有してよい。
【００２５】
　関連人物情報格納部は、関連性が高い人物同士の人物識別情報が対応づけられた関連人
物情報を、当該人物同士の関連性の高さに対応づけて格納しており、アルバム作成部は、
関連人物情報格納部が格納している関連人物情報に基づいて、画像選択部が選択した一の
画像に、第１人物及び第１人物より指定人物との関連性が低い第２人物がともに含まれる
か否かを判断する人物判断部と、画像選択部が選択した一の画像に第１人物及び第２人物
がともに含まれると人物判断部が判断した場合に、当該画像から、第１人物を第２人物を
含み、第１人物が第２人物より強調してトリミングされたトリミング画像を生成するトリ
ミング画像生成部と、トリミング画像生成部が生成したトリミング画像を用いてアルバム
を生成するアルバム生成部とを有してよい。
【００２６】
　本発明の第５の形態におけるアルバム作成方法は、画像に対応づけて、当該画像に含ま
れる人物を示す人物識別情報を格納する画像格納段階と、関連性が高い人物同士の人物識
別情報が対応づけられた関連人物情報を格納する関連人物情報格納段階と、関連人物情報
格納段階において格納される関連人物情報に基づいて、ユーザに指定された人物である指
定人物と関連性の高い人物の人物識別情報を抽出する関連人物情報抽出段階と、関連人物
情報抽出段階において抽出された人物識別情報に対応づけて画像格納段階において格納さ
れる画像を抽出する画像抽出段階と、画像抽出段階において抽出された画像を含むアルバ
ムを作成するアルバム作成段階とを備える。
【００２７】
　本発明の第６の形態によると、アルバムを作成するアルバム作成装置用のプログラムで
あって、アルバム作成装置を、画像に対応づけて、当該画像に含まれる人物を示す人物識
別情報を格納する画像格納部、関連性が高い人物同士の人物識別情報が対応づけられた関
連人物情報を格納する関連人物情報格納部、関連人物情報格納部が格納している関連人物
情報に基づいて、ユーザに指定された人物である指定人物と関連性の高い人物の人物識別
情報を抽出する関連人物情報抽出部、関連人物情報抽出部が抽出した人物識別情報に対応
づけて画像格納部が格納している画像を選択する画像選択部、画像選択部が選択した画像
を含むアルバムを作成するアルバム作成部として機能させる。
【００２８】
　本発明の第７の形態によると、画像を撮像する撮像装置と、アルバムを作成するアルバ
ム作成装置とを備えるアルバム作成システムであって、画像を撮像する撮像部と、撮像部
が撮像した画像に人物が含まれるか否かを判断する人物判断部と、人物判断部が画像に人
物が含まれると判断した場合に撮像部が撮像した画像に含まれる人物を入力すべき旨をユ
ーザに対して通知する入力通知部と、入力通知部が入力すべき旨をユーザに対して通知し
た後の所定のタイミングまでの間に、撮像部が撮像した画像に含まれる人物を示す人物識
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別情報をユーザに入力させる人物識別情報入力部と、人物識別情報入力部から人物識別情
報が入力された場合に、撮像部によって最後に撮像された画像に対応づけて、人物識別情
報入力部から入力された人物識別情報を格納する画像格納部と、関連性が高い人物同士の
人物識別情報が対応づけられた関連人物情報を格納する関連人物情報格納部と、関連人物
情報格納部が格納している関連人物情報に基づいて、ユーザに指定された人物である指定
人物と関連性の高い人物の人物識別情報を抽出する関連人物情報抽出部と、関連人物情報
抽出部が抽出した人物識別情報に対応づけて画像格納部が格納している画像を選択する画
像選択部と、画像選択部が選択した画像を含むアルバムを作成するアルバム作成部とを備
える。
【００２９】
　本発明の第８の形態における撮像装置は、人物を示す人物識別情報をユーザに入力させ
る人物識別情報入力部と、撮像画像を撮像する撮像部と、人物識別情報入力部から人物識
別情報が入力されてから所定のタイミングまでの間に撮像部によって撮像画像が撮像され
た場合に、撮像部が撮像した撮像画像に人物が含まれるか否かを判断する人物判断部と、
人物判断部が、撮像部によって撮像された撮像画像に人物が含まれると判断した場合に、
撮像部によって撮像された撮像画像と、人物識別情報入力部から入力された人物識別情報
とを対応づけて格納する画像格納部とを備える。
【００３０】
　人物識別情報入力部は、複数の人物をそれぞれ示す複数の人物識別情報をユーザに入力
させ、画像格納部は、人物判断部が撮像部によって撮像された撮像画像に人物が含まれる
と判断した場合に、撮像部によって撮像された撮像画像と、人物識別情報入力部から入力
された複数の人物識別情報とを対応づけて格納してよい。
【００３１】
　人物判断部が撮像部によって撮像された撮像画像に人物が含まれると判断した場合に、
撮像部によって撮像された撮像画像に含まれる人物の数を算出する人数算出部さらに備え
、画像格納部は、人物判断部が撮像部によって撮像された撮像画像に人物が含まれると判
断した場合に、人数算出部が算出した人数が人物識別情報入力部から入力された人物識別
情報の数以上であることを条件として、撮像部によって撮像された撮像画像と、人物識別
情報入力部から入力された複数の人物識別情報とを対応づけて格納してよい。
【００３２】
　人物識別情報入力部において、人物を示す人物識別情報がユーザから入力された場合に
、撮像部が撮像画像を撮像する前に撮像部によって撮像される予備画像の予め定められた
所定の領域から人物を抽出する人物抽出部と、人物抽出部が抽出した人物と、撮像部が撮
像した撮像画像に含まれる人物とをマッチングすることによって、撮像部が撮像した撮像
画像における人物の位置を特定する人物位置特定部とをさらに備え、画像格納部は、撮像
部によって撮像された撮像画像と、人物識別情報入力部から入力された人物識別情報及び
人物位置特定部が特定した人物の位置とを対応づけて格納してよい。
【００３３】
　人物識別情報を、人物判断部が判断した人物に対応づけてユーザに通知する人物通知部
と、人物通知部が通知した人物識別情報が、人物判断部によって判断された人物を示すか
否かを、人物判断部が判断した人物に対応づけてユーザから入力させる確認情報入力部と
、確認情報入力部から入力された確認情報が、人物通知部が通知した人物識別情報が人物
判断部によって判断された人物を示す場合に、撮像部によって撮像された撮像画像と人物
通知部が通知した人物識別情報とを対応づけて画像格納部に格納させる画像格納制御部と
をさらに備えてよい。
【００３４】
　本発明の第９の形態における撮像方法は、人物を示す人物識別情報をユーザに入力させ
る人物識別情報入力段階と、撮像画像を撮像する撮像段階と、人物識別情報入力段階にお
いて人物識別情報が入力されてから所定のタイミングまでの間に撮像段階において撮像画
像が撮像された場合に、撮像段階において撮像された撮像画像に人物が含まれるか否かを
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判断する人物判断段階と、人物判断段階において、撮像段階において撮像された撮像画像
に人物が含まれると判断された場合に、撮像段階において撮像された撮像画像と、人物識
別情報入力段階において入力された人物識別情報とを対応づけて格納する画像格納段階と
を備える。
【００３５】
　本発明の第１０の形態によると、撮像画像を撮像する撮像装置用のプログラムであって
、撮像装置を、人物を示す人物識別情報をユーザに入力させる人物識別情報入力部、撮像
画像を撮像する撮像部、人物識別情報入力部から人物識別情報が入力されてから所定のタ
イミングまでの間に撮像部によって撮像画像が撮像された場合に、撮像部が撮像した撮像
画像に人物が含まれるか否かを判断する人物判断部、人物判断部が、撮像部によって撮像
された撮像画像に人物が含まれると判断した場合に、撮像部によって撮像された撮像画像
と、人物識別情報入力部から入力された人物識別情報とを対応づけて格納する画像格納部
として機能させる。
【００３６】
　なお上記の発明の概要は、本発明の必要な特徴の全てを列挙したものではなく、これら
の特徴群のサブコンビネーションもまた発明となりうる。
【発明の効果】
【００３７】
　本発明によれば、画像に写った被写体の人物情報を容易に登録することができる。そし
て、望ましい人物が被写体として写っている画像を選択してアルバムを作成することがで
きる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３８】
　以下、発明の実施形態を通じて本発明を説明するが、以下の実施形態は特許請求の範囲
に係る発明を限定するものではなく、また実施形態の中で説明されている特徴の組み合わ
せの全てが発明の解決手段に必須であるとは限らない。
【００３９】
　図１は、本発明の一実施形態に係るアルバム作成システム１７０の利用環境の一例を示
す。アルバム作成システム１７０は、撮像装置１００及びアルバム作成装置１９２を備え
る。撮像装置１００は、撮像した画像に人物が写っている場合には、その人物の名前等の
人物情報をユーザ１８０に入力させ、当該画像とともに記録しておく。そして撮像装置１
００は、既に記録された人物情報の人物が新たに撮像された画像に写っている場合には、
当該画像に当該人物情報を自動的に記録しておく。
【００４０】
　そしてアルバム作成装置１９２は、撮像装置１００によって撮像された画像及び被撮像
者の人物情報をインターネット等の通信回線１５０又は半導体メモリ等の記録媒体等を介
して受け取る。そしてアルバム作成装置１９２は、アルバムの主人公、アルバムをプレゼ
ントする相手等の人物の人物情報をユーザ１８０に指定させる。そしてアルバム作成装置
１９２は、指定された人物自身、指定された人物の家族等といった、指定された人物にと
って身近な人物が写っている画像を、画像に記録された人物情報に基づいて選択して、ア
ルバムを作成する。
【００４１】
　なお、撮像装置１００は、デジタルスチルカメラ、カメラ付携帯電話、撮像機能を有す
るＰＤＡ等であってよい。アルバム作成装置１９２は、パーソナルコンピュータ、電子フ
ォトスタンド、ＨＤＴＶ等の、画面に表示する装置であってよい。また、アルバム作成装
置１９２は、プリンタ等の、画像を印刷して出力する装置であってもよい。
【００４２】
　なお、撮像装置１００は、画像及び人物情報を、通信回線１５０に接続されたサーバの
ユーザ１８０毎にそれぞれ設けられたディレクトリ、例えば撮像装置１００と関連付けら
れたディレクトリに格納してもよい。そして出力装置１４０は、ユーザ１８０毎にサーバ
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に格納された画像及び被撮像者の人物情報を受け取ってもよい。
【００４３】
　以上説明したアルバム作成システム１７０によれば、撮像装置１００が撮像した画像の
被写体である人物を、当該画像に容易に記録しておくことができる。そして、アルバム作
成装置１９２は、撮像装置１００から受け取った画像を用いて、アルバムの主人公、アル
バムの閲覧者等にとって望ましい人物が写っている画像を選択してアルバムを作成するこ
とができる。このため、ユーザ１８０は、手軽にアルバム作りを楽しむことができる。
【００４４】
　図２は、撮像装置１００のブロック構成の一例を示す。撮像装置１００は、撮像部２０
２、画像格納部２０４、人物判断部２０６、入力通知部２０８、人物識別情報入力部２１
０、画像格納制御部２１２、人物画像抽出部２１４、人物識別情報検索部２１８、確認情
報入力部２２０、検索人物通知部２２２、関連人物情報格納部２２４、人物識別情報選択
部２３０、人物群記録部２３２、及び人物群選択部２３４を備える。
【００４５】
　撮像部２０２は、画像を撮像する。人物判断部２０６は、撮像部２０２が撮像した画像
に人物が含まれるか否かを判断する。入力通知部２０８は、人物判断部２０６が画像に人
物が含まれると判断した場合に、撮像部２０２が撮像した画像に含まれる人物を入力すべ
き旨をユーザ１８０に対して通知する。
【００４６】
　人物識別情報入力部２１０は、入力通知部２０８が入力すべき旨をユーザ１８０に対し
て通知した後の所定のタイミングまでの間に、撮像部２０２が撮像した画像に含まれる人
物を示す人物識別情報をユーザ１８０に入力させる。なお、人物識別情報とは、例えば人
物の名前であってよく、父、兄等、ユーザ１８０との人物関係を示す用語等であってよい
。
【００４７】
　また、所定のタイミングとは、予め定めた時間が経過したタイミングであってよい。他
にも、所定のタイミングとは、撮像部２０２による新たな撮像動作がなされたタイミング
であってもよいし、撮像部２０２によって撮像された画像の表示が終了したタイミングで
あってもよい。また、所定のタイミングとは、ユーザ１８０によって人物識別情報を入力
しない旨の操作がなされたタイミングであってもよい。
【００４８】
　画像格納部２０４は、人物識別情報入力部２１０から人物識別情報が入力された場合に
、撮像部２０２によって最後に撮像された画像に対応づけて、人物識別情報入力部２１０
から入力された人物識別情報を格納する。したがって、ユーザ１８０は、被写体である人
物を画像を撮像した後に入力して、画像とともに撮像装置１００に記録させることができ
る。このため、撮像する前に人物を入力する必要がなく、シャッタチャンスを逃してしま
うのを防ぐことができる。
【００４９】
　人物画像抽出部２１４は、人物判断部２０６が画像に人物が含まれると判断した場合に
、撮像部２０２によって新たに撮像された画像に含まれる人物画像を抽出する。人物識別
情報検索部２１８は、人物画像抽出部２１４が抽出した人物画像を画像格納部２０４が格
納している画像と比較することによって、撮像部２０２によって新たに撮像された画像に
含まれる人物を示す人物識別情報を検索する。例えば人物画像抽出部２１４は、人物画像
として被写体の人物の顔画像を抽出する。そして、人物識別情報検索部２１８は、画像格
納部２０４が格納している画像に含まれる顔画像と、人物画像抽出部２１４が抽出した顔
画像とを比較することによって、画像格納部２０４が画像に対応づけて格納している人物
識別情報を検索する。
【００５０】
　画像格納部２０４は、撮像部２０２によって新たに撮像された画像に対応づけて、人物
識別情報検索部２１８が検索した人物識別情報を格納する。このため、人物識別情報を入
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力させる等といった、面倒な作業をユーザ１８０にさせることなく、撮像時に自動的に人
物識別情報を画像に記録することができる。
【００５１】
　検索人物通知部２２２は、人物識別情報検索部２１８が検索した人物識別情報が示す人
物をユーザ１８０に通知する。例えば、検索人物通知部２２２は、人物画像抽出部２１４
によって抽出された人物画像と、人物識別情報が示す人物の名前等の人物識別情報とをモ
ニタ画面に表示させる。なお、人物識別情報検索部２１８は、複数の人物識別情報を検索
してもよい。そして、検索人物通知部２２２は、検索された人物識別情報のリストを人物
画像とともにモニタ画面に表示して、複数の人物識別情報の中からユーザ１８０に選択さ
せてよい。
【００５２】
　確認情報入力部２２０は、検索人物通知部２２２が通知した人物が撮像部２０２によっ
て新たに撮像された画像に含まれる人物であるか否かの確認情報をユーザ１８０に入力さ
せる。例えば、確認情報入力部２２０は、検索人物通知部２２２が表示した人物画像と人
物識別情報の近傍に、検索人物通知部２２２が通知した人物が撮像部２０２によって新た
に撮像された画像に含まれる人物である旨を示すＯＫボタンを表示する。
【００５３】
　画像格納制御部２１２は、確認情報入力部２２０から入力された確認情報が、検索人物
通知部２２２が通知した人物が撮像部２０２によって新たに撮像された画像に含まれる人
物であることを示す場合に、撮像部２０２によって新たに撮像された画像に対応づけて、
人物識別情報検索部２１８が検索した人物識別情報を画像格納部２０４に格納させる。例
えば、画像格納制御部２１２は、ＯＫボタンが押されたことを検出した場合に、検索人物
通知部２２２が通知した人物が撮像部２０２によって新たに撮像された画像に含まれる人
物であると判断してよい。また、画像格納制御部２１２は、複数の人物識別情報のリスト
の中からユーザ１８０によって一の人物識別情報が選択された場合に、当該人物識別情報
で示される人物が、検索人物通知部２２２が通知した人物が撮像部２０２によって新たに
撮像された画像に含まれる人物であると判断してよい。
【００５４】
　関連人物情報格納部２２４は、同一の画像に存在する蓋然性が高い複数の人物の人物識
別情報を互いに対応づけて格納する。例えば、関連人物情報格納部２２４は、親、兄弟、
子供等の親族関係にある人物、友人関係にある人物等の人物識別情報を互いに対応づけて
格納する。
【００５５】
　そして、人物画像抽出部２１４が撮像部２０２によって新たに撮像された画像から複数
の人物を抽出した場合であって、画像格納部２０４が、人物画像抽出部２１４が抽出した
第１の人物の人物識別情報を格納しており、人物画像抽出部２１４が抽出した第２の人物
の人物識別情報を格納していない場合には、人物画像抽出部２１４は、撮像部２０２によ
って新たに撮像された画像に含まれる第１の人物の人物画像を抽出する。そして、人物識
別情報検索部２１８は、人物画像抽出部２１４が抽出した第１の人物の人物画像を画像格
納部２０４が格納している画像と比較することによって、第１の人物を示す人物識別情報
を検索し、さらに検索された第１の人物を示す人物識別情報に対応づけて関連人物情報格
納部２２４が格納している人物識別情報を第２の人物の人物識別情報として検索する。
【００５６】
　このため、被写体である人物の人物識別情報が画像格納部２０４から検索できなかった
場合でも、同一の画像に存在する蓋然性が高い人物を関連人物情報格納部２２４から検索
して、その人物をユーザ１８０に提示することができる。このため、ユーザ１８０は、被
写体の人物をより容易に選択して画像に記録させることができる。
【００５７】
　なお、関連人物情報格納部２２４は、画像格納部２０４に格納された画像に含まれる人
物識別情報に基づいて、予め定められた割合よりも高い割合で同一の画像に出現している
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人物の人物識別情報の組を抽出して、抽出した組の人物識別情報を互いに関連づけて格納
してもよい。これにより、ユーザ１８０が手入力で関連人物情報格納部２２４にデータ登
録したりすることなく、関連人物情報格納部２２４に格納しているデータを更新していく
ことができる。
【００５８】
　人物群記録部２３２は、少なくとも一の人物を示す人物識別情報をそれぞれ含む複数の
人物群を記録している。人物群選択部２３４は、人物識別情報入力部２１０から人物識別
情報が入力されなかった場合に、人物群記録部２３２に記録された少なくとも一の人物群
をユーザに通知してユーザに選択させる。また、人物群選択部２３４は、撮像された画像
に含まれる人物の人物識別情報が人物識別情報検索部２１８によって検索されなかった場
合に、人物群記録部２３２に記録された少なくとも一の人物群をユーザに通知してユーザ
に選択させてもよい。また、人物群選択部２３４は、人物識別情報検索部２１８によって
複数の人物識別情報が検索された場合に、当該人物識別情報を含む一以上の人物群を人物
群記録部２３２が記録している人物識別情報から選択して、選択した人物群をユーザに通
知してユーザに選択させてもよい。
【００５９】
　そして、人物識別情報選択部２３０は、人物群選択部２３４によって選択された人物群
に含まれる少なくとも一の人物を示す人物識別情報をユーザに通知して選択させる。そし
て、画像格納部２０４は、撮像部２０２によって最後に撮像された画像に対応づけて、人
物識別情報選択部２３０で選択された人物識別情報を格納する。このため、ユーザ１８０
は、撮像された画像に含まれる人物を選択操作によって入力することができるので、ユー
ザ１８０が人物識別情報を直接入力する場合に比べて、容易に人物識別情報を登録するこ
とができる。
【００６０】
　以上説明した撮像装置１００によれば、人物を特定する情報を画像に記録すべくユーザ
に入力させる手間を削減することができる。そして、ユーザ１８０は、画像に記録した人
物情報に基づいて、アルバムに収めるべき画像を容易に選択したり、画像を分類したりす
ることができる。
【００６１】
　図３は、画像格納部２０４が格納しているデータをテーブル形式で示す。画像格納部２
０４は、画像データ、人物識別情報、及び当該人物識別情報で示される人物が写っている
画像上の位置を格納する。なお、画像格納部２０４は、一の画像データについて、当該画
像データに含まれる複数の人物の人物識別情報及び位置を格納してよい。
【００６２】
　そして、人物識別情報検索部２１８は、人物画像抽出部２１４によって抽出された人物
画像の顔画像と、画像格納部２０４が格納している画像から抽出される顔画像とを比較す
ることによって、撮像部２０２によって撮像された画像に含まれる人物を判断する。例え
ば、人物識別情報検索部２１８は、それぞれの顔画像から抽出した顔の特徴量を比較して
、予め定められた一致度より高い一致度で一致する顔画像が写っている画像を画像格納部
２０４から検索して、当該画像に対応づけて格納される人物識別情報を検索する。なお、
顔の特徴量とは、例えば顔の輪郭形状、或いは、眼、鼻、口といった、顔における特徴的
な部位の形状、それぞれの部位の顔全体における位置、又はそれぞれの部位の間の位置関
係等であってよい。
【００６３】
　図４は、関連人物情報格納部２２４が格納しているデータをテーブル形式で示す。関連
人物情報格納部２２４は、人物識別情報、及び関連人物の人物識別情報を格納する。人物
識別情報検索部２１８は、関連人物情報格納部２２４が格納しているデータを参照するこ
とによって、画像格納部２０４に人物識別情報が格納されていない人物が画像の被写体と
して写っている場合でも、撮像された画像の被写体の人物のうち一の人物の人物識別情報
を検索することができれば、当該人物と同一の画像に蓋然性が高い人物の人物識別情報を
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関連人物情報格納部２２４から検索することができる。
【００６４】
　図５は、人物識別情報を記録する処理フローの一例を示す。撮像部２０２が画像を撮像
（Ｓ５０２）し、人物判断部２０６は、当該画像に人物が含まれるか否かを判断する（Ｓ
５０４）。例えば、人物判断部２０６は、エッジ抽出等によって、画像から複数の被写体
の輪郭を抽出して、人物が含まれるか否かを判断する。このとき、人物判断部２０６は、
画像の部分領域毎に算出される空間周波数成分に基づいてより手前にある被写体が写って
いる部分領域を判断し、当該部分領域に人物が含まれるか否かを判断してよい。
【００６５】
　例えば、人物判断部２０６は、当該部分領域に含まれる被写体を選択して、当該被写体
の輪郭の画像領域が縦長であって、かつ、縦方向における先端領域に人間の肌の色に近い
色を持つ被写体が含まれる場合に、画像に人物が含まれると判断してもよい。他にも、人
物判断部２０６は、より手前にある被写体が写っている部分領域において抽出された被写
体の輪郭と、予め定めた人物のパターンとのパターンマッチング等によって、人物が画像
に含まれるか否かを判断してよい。
【００６６】
　人物画像抽出部２１４は、撮像された画像から人物画像を抽出する（Ｓ５０６）。具体
的には、人物判断部２０６によって人物が含まれていると判断される画像領域においてエ
ッジ抽出等によって抽出された被写体の輪郭から、人物の顔の特徴量を抽出する。
【００６７】
　人物識別情報検索部２１８は、人物画像抽出部２１４が抽出した顔の特徴量と、画像格
納部２０４が格納している画像における顔の特徴量とに基づいて、特徴量が所定値以上の
一致度で一致している人物の人物識別情報を画像格納部２０４から検索する（Ｓ５０８）
。このとき、人物識別情報検索部２１８は、複数の人物識別情報を検索してもよい。また
、人物識別情報検索部２１８は更に、一致度が最も高い顔を持つ一の人物の人物識別情報
を検索してもよい。
【００６８】
　そして人物識別情報検索部２１８は、人物画像抽出部２１４によって抽出された全ての
人物について、人物識別情報が検索されたか否かを判断する（Ｓ５１０）。そして、Ｓ５
１０において、全ての人物について人物識別情報が検索されていない場合は、人物識別情
報検索部２１８は、一以上の人物の人物識別情報が検索されているか否かを判断する（Ｓ
５１２）。Ｓ５１２において、一以上の人物の人物識別情報が検索されている場合には、
人物識別情報検索部２１８は、関連人物情報格納部２２４に格納される、同一の画像に存
在する蓋然性が高い関連人物を検索する（Ｓ５１４）。そして、検索人物通知部２２２は
、Ｓ５１４において検索された関連人物をユーザ１８０に通知する（Ｓ５１６）。なお、
Ｓ５１６において、検索人物通知部２２２は、Ｓ５０８において検索された人物も合わせ
てユーザ１８０に通知してよい。
【００６９】
　そして、人物画像抽出部２１４によって抽出された全ての人物について、ユーザ１８０
によって、Ｓ５１６において通知した人物が画像に含まれる人物である旨の確認情報がユ
ーザ１８０から入力されたか否かを判断する（Ｓ５１８）。Ｓ５１８において、全ての人
物について、通知した人物が画像に含まれる人物である旨の確認情報が入力された場合に
は、確認情報によって示される人物の人物識別情報を画像格納部２０４に格納して（Ｓ５
２０）、処理を終了する。
【００７０】
　Ｓ５１８において、通知した人物が画像に含まれる人物である旨の確認情報が全員につ
いて入力されていない場合には、当該確認情報が入力されていない人物を、入力通知部２
０８からユーザ１８０に通知する（Ｓ５２２）。そしてユーザ１８０によって人物識別情
報が人物識別情報入力部２１０から入力されたか否かを判断する（Ｓ５２４）。Ｓ５２４
において人物識別情報がユーザ１８０から入力された場合には、Ｓ５２０に処理を移し、
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Ｓ５２４において入力された人物識別情報を画像格納部２０４に格納する。なお、このと
きＳ５２０では、Ｓ５１８においてユーザ１８０に提示した人物のうち、通知した人物が
画像に含まれる人物である旨の確認情報がユーザ１８０から入力された人物については、
当該人物の人物識別情報を画像格納部２０４に格納する。
【００７１】
　Ｓ５２４において、ユーザ１８０から人物識別情報が入力されていない場合は、Ｓ５２
２においてユーザ１８０に入力を通知してから、予め定めた時間が経過したか否かを判断
する（Ｓ５２６）。Ｓ５２６において、予め定めた時間が経過している場合には、処理を
終了する。またＳ５２６において、予め定めた時間が経過していない場合には、Ｓ５２４
に処理を移行する。
【００７２】
　Ｓ５１２において、一以上の人物の人物識別情報が検索されていない場合には、Ｓ５２
２に処理を移行して、人物画像抽出部２１４によって抽出された全ての人物の人物識別情
報を入力するようユーザ１８０に通知する。また、Ｓ５１０において、全ての人物につい
て人物識別情報が検索されている場合には、Ｓ５１６に処理を移行させ、検索された人物
をユーザ１８０に通知して、人物識別情報の確認をユーザ１８０に求める。また、Ｓ５０
４において、画像に人物が含まれない場合には、処理を終了する。
【００７３】
　以上説明したように、撮像装置１００は、撮像された画像の被写体の人物の人物識別情
報を、過去に撮像された画像から検索して自動的に記録することができる。また、複数の
被写体の人物のうち一の人物の人物識別情報が検索されていれば、人物識別情報が検索さ
れない人物が画像に含まれる場合でも、当該人物と一緒に写っている可能性の高い人物リ
ストを作成して、ユーザ１８０に提示することができる。このため、ユーザ１８０は、提
示された人物リストから人物を選択するといった簡単な操作によって、画像とともに人物
識別情報を撮像装置１００に記録させることができる。
【００７４】
　図６は、人物群記録部２３２が記録している人物群のデータをテーブル形式で示す。人
物群記録部２３２は、人物群を識別する人物群識別情報と、当該人物群に含まれる人物を
識別する１以上の人物識別情報とを格納する。人物群識別情報とは、例えば「親戚」、「
友達」など、ユーザ１８０との人物関係を示す用語であってよい。そして、人物群選択部
２３４は、人物群識別情報を例えばモニタ画面に表示することによって、ユーザ１８０に
選択させる。例えば人物群選択部２３４は、「親戚ですか？」という質問をモニタ画面に
表示させるとともに、ユーザ１８０に人物群の選択を指示させるＯＫボタンを当該質問の
近傍に表示する。他にも、人物群選択部２３４は、人物群識別情報のリストを表示して、
ユーザ１８０に選択させてもよい。
【００７５】
　そして、ユーザ１８０によって人物群識別情報が選択されると、人物識別情報選択部２
３０は当該人物群識別情報に対応づけられて人物群記録部２３２が記録している人物識別
情報をユーザ１８０に提示して選択させる。このため、ユーザ１８０は、撮像された画像
に含まれる人物の人物識別情報を選択操作によって容易に登録することができる。
【００７６】
　なお、撮像部２０２によって撮像された人物の人物識別情報が人物識別情報検索部２１
８によって検索されなかった場合において、人物群選択部２３４は、当該人物の顔画像の
特徴量が類似している人物が検索されると、当該撮像された人物を示す人物識別情報を含
む人物群を選択し、選択した人物群を示す人物群識別情報を優先してユーザ１８０に提示
してユーザ１８０に選択させてもよい。これによってユーザ１８０は、撮像された人物を
より迅速に登録することができる。
【００７７】
　以上説明した撮像装置１００によれば、人物を特定する人物識別情報を画像に記録すべ
くユーザ１８０に手入力させる手間を削減することができる。そして、ユーザ１８０は、
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画像に記録された人物識別情報に基づいて、アルバムに収めるべき画像を容易に選択した
り、画像を分類したりすることができる。
【００７８】
　図７は、アルバム作成装置１９２のブロック構成の一例を示す。アルバム作成装置１９
２は、画像格納部６０４、関連人物情報格納部６２４、画像選択部６３２、関連人物情報
抽出部６３４、指定人物画像抽出部６６０、特定被写体情報取得部６６２、及びアルバム
作成部６３６を備える。また、図８は、アルバム作成部６３６のブロック構成の一例を示
す。アルバム作成部６３６は、面積算出部６７２、画像分類部６７０、人物判断部６７４
、トリミング画像生成部６７６、及びアルバム生成部６８０を有する。
【００７９】
　画像格納部６０４は、画像に対応づけて、当該画像に含まれる人物を示す人物識別情報
を格納する。なお、画像格納部６０４は、画像格納部２０４から画像及び人物識別情報を
受け取って格納してよい。
【００８０】
　関連人物情報格納部６２４は、関連性が高い人物同士の人物識別情報が対応づけられた
関連人物情報を格納する。例えば、関連人物情報格納部６２４は、人物識別情報に対応づ
けて、当該人物識別情報で示される人物と同一のアルバムに一緒に登場させるべきである
程身近な人物を示す人物識別情報を格納する。例えば、関連人物情報格納部６２４は、ユ
ーザ１８０の親を示す人物識別情報と、ユーザ１８０の子供を示す人物識別情報とを対応
付けて格納する。なお、関連人物情報格納部６２４は、ユーザ１８０によってデータが予
め登録されてよい。
【００８１】
　関連人物情報抽出部６３４は、関連人物情報格納部６２４が格納する関連人物情報に基
づいて、ユーザ１８０に指定された人物である指定人物と関連性の高い人物の人物識別情
報を抽出する。画像選択部６３２は、関連人物情報抽出部６３４が抽出した人物識別情報
に対応づけて画像格納部６０４が格納している画像を抽出する。そして、アルバム作成部
６３６は、画像選択部６３２が選択した画像を含むアルバムを作成する。
【００８２】
　指定人物画像抽出部６６０は、指定人物を示す人物識別情報に対応づけて画像格納部６
０４が格納している画像である指定人物画像を抽出する。そして、画像分類部６７０は、
画像選択部６３２が選択した画像である関連人物画像と、指定人物画像抽出部６６０が抽
出した指定人物画像とを、アルバムの異なるページに分類する。そして、アルバム生成部
６８０は、画像分類部６７０がアルバムの各ページに分類した画像を用いて、アルバムの
各ページを生成する。このため、アルバム作成装置１９２は、関連人物が登場するページ
と独立した指定人物が登場するページを作成することによって、アルバムの閲覧者に指定
人物を強く印象づけることができる。
【００８３】
　関連人物情報抽出部６３４は、関連人物情報格納部６２４が格納している関連人物情報
に基づいて、指定人物と関連性の高い第１人物及び第２人物の人物識別情報を抽出してよ
い。そして、画像選択部６３２は、関連人物情報抽出部６３４が抽出した第１人物を示す
人物識別情報に対応づけて画像格納部６０４が格納している画像である第１関連人物画像
及び第２人物を示す人物識別情報に対応づけて画像格納部６０４が格納している画像であ
る第２関連人物画像を選択する。そして画像分類部６７０は、画像選択部６３２が選択し
た第１関連人物画像と指定人物画像抽出部６６０が抽出した指定人物画像とをアルバムの
一のページに分類し、画像選択部６３２が選択した第２関連人物画像と指定人物画像抽出
部６６０が抽出した指定人物画像とをアルバムの他のページに分類する。そしてアルバム
生成部６８０は、画像分類部６７０が各ページに分類した画像を用いて、アルバムにおけ
る各ページを生成する。このため、アルバム作成装置１９２は、指定人物が強調され、か
つ各ページに登場する人物のバランスのとれたアルバムを作成することができる。
【００８４】
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　また、関連人物情報抽出部６３４は、関連人物情報格納部６２４が格納している関連人
物情報に基づいて、指定人物と関連性の高い第１人物及び第２人物の人物識別情報を抽出
する。そして、画像選択部６３２は、関連人物情報抽出部６３４が抽出した第１人物を示
す人物識別情報に対応づけて画像格納部６０４が格納している画像である第１関連人物画
像及び第２人物を示す人物識別情報に対応づけて画像格納部６０４が格納している画像で
ある第２関連人物画像を選択する。そして、画像分類部６７０は、指定人物画像抽出部６
６０が抽出した指定人物画像と、画像選択部６３２が選択した第１関連人物画像及び第２
関連人物画像とを、アルバムの同一ページに分類する。そして、アルバム生成部６８０は
、画像分類部６７０がアルバムの同一ページに分類した指定人物画像、第１関連人物画像
、及び第２関連人物画像を用いて、当該ページを生成する。
【００８５】
　このとき、画像分類部６７０は、関連人物情報格納部６２４が格納している関連人物情
報に基づいて、同一ページにおいて第１人物が含まれる数と第２人物が含まれる数とが略
同一になるように、第１関連人物画像及び第２関連人物画像を各ページに分類する。また
、面積算出部６７２は、関連人物情報格納部６２４が格納している関連人物情報に基づい
て、画像格納部６０４が格納している画像に含まれる第１人物及び第２人物が占める面積
を算出する。そして、画像分類部６７０は、関連人物情報格納部６２４が格納している関
連人物情報及び面積算出部６７２が算出した面積に基づいて、同一ページにおける第１人
物の面積と第２人物の面積とが略同一になるように、第１関連人物画像及び第２関連人物
画像を各ページに分類する。このため、アルバム作成装置１９２は、指定人物以外の人物
がページにおいて略等しく強調されたアルバムを作成することができる。
【００８６】
　また、面積算出部６７２は、関連人物情報格納部６２４が格納している関連人物情報に
基づいて、画像分類部６７０がページ毎に分類した第１関連人物画像及び第２関連人物画
像に含まれる第１人物及び第２人物が占める面積をページ毎に算出する。そして、アルバ
ム生成部６８０は、面積算出部６７２が算出した、同一ページにおいて第１人物が占める
面積と第２人物が占める面積とが略同一となるように、第１人物画像及び第２人物画像を
拡大又は縮小してアルバムを生成する。このため、アルバム作成装置１９２は、同一ペー
ジに指定人物以外の関連人物が複数含まれる場合に、その関連人物の一方が強調されたペ
ージが生成されてしまうことを未然に防ぐことができる。
【００８７】
　なお、関連人物情報格納部６２４は、関連性が高い人物同士の人物識別情報が対応づけ
られた関連人物情報を、当該人物同士の関連性の高さに対応づけて格納している。そして
、関連人物情報抽出部６３４は、指定人物との関連性が高い第１人物を示す人物識別情報
と、第１人物より指定人物との関連性が低い第２人物を示す人物識別情報を抽出する。そ
して、画像選択部６３２は、関連人物情報抽出部６３４が抽出した第１人物を示す人物識
別情報に対応づけて画像格納部６０４が格納している画像である第１関連人物画像及び第
２人物を示す人物識別情報に対応づけて画像格納部６０４が格納している画像である第２
関連人物画像を選択する。そして、アルバム作成部６３６は、画像選択部６３２が選択し
た第１関連人物画像及び第２関連人物画像を含むページにおいて、第１関連人物画像を第
２関連人物画像より強調してレイアウトする。
【００８８】
　具体的には、アルバム作成部６３６は、関連人物情報格納部６２４が格納している関連
人物情報に基づいて、第１関連人物画像及び第２関連人物画像を含むページに含まれる第
１人物の数が、当該ページに含まれる第２人物の数より多くなるよう、当該ページに用い
る第１関連人物画像及び第２関連人物画像を選択する。他にも、面積算出部６７２は、関
連人物情報格納部６２４が格納している関連人物情報及び画像格納部６０４が格納してい
る画像に基づいて、第１関連人物画像及び第２関連人物画像を含むページにおいて第１人
物がページにおいて占める面積及び第２人物がページにおいて占める面積を算出する。そ
して、アルバム生成部６８０は、面積算出部６７２が算出した第１人物が占める面積が、
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第２人物が占める面積より大きくなるよう、当該ページに用いる第１関連人物画像及び第
２関連人物画像を選択する。
【００８９】
　具体的には、関連人物情報格納部６２４は、当該人物同士が親族関係にある場合に、親
族関係がより近いほどより高い関連性の高さに対応づけて関連人物情報を格納する。また
、関連人物情報格納部６２４は、アルバムの閲覧者を示す人物識別情報が対応づけられた
関連人物情報を、アルバムの閲覧者を示す人物識別情報が対応づけられていない関連人物
情報より高い関連性の高さに対応づけて格納してもよい。このため、アルバム作成装置１
９２は、例えば指定人物の親族等、指定人物との関連性がより高い人物がページにおいて
強調されたレイアウトのアルバムを作成することができる。
【００９０】
　人物判断部６７４は、関連人物情報格納部６２４が格納している関連人物情報に基づい
て、画像選択部６３２が選択した一の画像に指定人物及び関連性の高い人物がともに含ま
れるか否かを判断する。そして、トリミング画像生成部６７６は、画像選択部６３２が選
択した一の画像に指定人物及び関連性の高い人物がともに含まれると人物判断部６７４が
判断した場合に、当該画像から、指定人物及び関連性の高い人物を含み、指定人物が強調
してトリミングされたトリミング画像を生成する。例えば、トリミング画像生成部６７６
は、指定人物が関連人物より中央に位置するトリミング画像を生成する。そして、アルバ
ム生成部６８０は、トリミング画像生成部６７６が生成したトリミング画像を用いてアル
バムを生成する。このため、アルバム作成装置１９２は、関連人物より指定人物が強調さ
れたアルバムを作成することができる。
【００９１】
　また、人物判断部６７４は、関連人物情報格納部６２４が格納している関連人物情報に
基づいて、画像選択部６３２が選択した一の画像に、第１人物及び第１人物より指定人物
との関連性が低い第２人物がともに含まれるか否かを判断する。そして、トリミング画像
生成部６７６は、画像選択部６３２が選択した一の画像に第１人物及び第２人物がともに
含まれると人物判断部６７４が判断した場合に、当該画像から、第１人物を第２人物を含
み、第１人物が第２人物より強調してトリミングされたトリミング画像を生成する。例え
ば、トリミング画像生成部６７６は、第１人物が第２人物より中央に位置するトリミング
画像を生成する。そして、アルバム生成部６８０は、トリミング画像生成部６７６が生成
したトリミング画像を用いてアルバムを生成する。このため、アルバム作成装置１９２は
、第２人物より第１人物が強調されたアルバムを作成することができる。
【００９２】
　以上説明したアルバム作成装置１９２によれば、例えば、ユーザ１８０が、ユーザ１８
０の子供と遊園地に行ったときに撮像した画像を用いてアルバムを作成すると、ユーザ１
８０自身、ユーザ１８０の家族等、ユーザ１８０の子供にとって身近な人物が写った画像
が自動的に選択されてアルバムが作成される。そして、遊園地を訪れていた他人が写って
いる画像は選択されない。このため、ユーザ１８０は、望ましい人物が写っている画像が
収められたアルバムを手軽に作成することができる。
【００９３】
　図９は、アルバムを作成する処理フローの一例を示す。関連人物情報抽出部６３４は、
ユーザ１８０から人物の指定を受け付ける（Ｓ７０２）。このとき、ユーザ１８０は、例
えばアルバムの主人公となるべき人物を指定する。そして、Ｓ７０２において指定された
人物と身近な人物である関連人物の人物識別情報を関連人物情報格納部６２４から抽出す
る（Ｓ７０４）。
【００９４】
　そして、画像選択部６３２は、Ｓ７０４で抽出された関連人物の人物識別情報に対応づ
けて画像格納部６０４に格納されている画像を選択する（Ｓ７０６）。なお、画像選択部
６３２は、Ｓ７０６において、関連人物が画像のより中央に位置する画像をより多く選択
してよい。また、画像選択部６３２は、Ｓ７０４で抽出された関連人物が画像内において
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より大きい画像をより多く選択してもよい。
【００９５】
　そして、アルバム作成部６３６は、Ｓ７０６で選択された画像を用いてアルバムを作成
する（Ｓ７０８）。なお、アルバム作成部６３６は、Ｓ７０６で選択された画像をアルバ
ムの代表的な画像として選択されたアルバムを作成してよい。なお、代表的な画像とは、
例えばアルバムの表紙を飾る画像、アルバムのページの中央に大きく配置される画像、ア
ルバムの一ページ全体の背景に用いる画像等であってよい。
【００９６】
　図１０は、特定被写体情報取得部６６２が特定被写体情報を取得する処理フローの一例
を示す。特定被写体情報は、アルバムに登場する人物に関連づけられた情報であり、アル
バムにおける画像のレイアウト、タイトルの作成等、アルバム作成装置１９２がアルバム
を作成する作成工程において利用される。特定被写体情報取得部６６２は、アルバムに含
まれる画像に含まれる人物の役割を示すキャスティング情報をユーザ１８０に入力させて
取得する（Ｓ１００２）。例えば、特定被写体情報取得部６６２は、アルバムにおける主
人公を表す「Ｈｅｒｏ」、主人公の父親、母親、兄弟、及び姉妹であることをそれぞれ示
す「Ｆａｔｈｅｒ」、「Ｍｏｔｈｅｒ」、「Ｂｒｏｔｈｅｒ」、及び「Ｓｉｓｔｅｒ」、
並びに主人公の友人を示す「Ｆｒｉｅｎｄ」等を、キャスティング情報として入力させて
取得する。
【００９７】
　そして、特定被写体情報取得部６６２は、画像格納部６０４が格納している画像を表示
して、ユーザ１８０に提示する（Ｓ１００４）。そして、特定被写体情報取得部６６２は
、Ｓ１００２において入力されたキャスティング情報が示す役割を持つ人物を含む画像を
、ユーザ１８０に選択させて取得する（Ｓ１００６）。このとき特定被写体情報取得部６
６２は、例えば選択された画像のファイル名を記憶しておく。そして、Ｓ１００６におい
て選択された画像における当該人物の位置を入力させて取得する（Ｓ１００８）。例えば
、特定被写体情報取得部６６２は、Ｌｅｆｔ、Ｃｅｎｔｅｒ、Ｒｉｇｈｔ等を示すボタン
をユーザ１８０に押下させることによって、人物の位置をユーザ１８０に入力させてよい
。そして、特定被写体情報取得部６６２は、Ｓ１００２において入力されたキャスティン
グ情報が「Ｈｅｒｏ」であるか否かを判断する（Ｓ１０１０）。そして、特定被写体情報
取得部６６２は、Ｓ１０１０においてキャスティング情報が「Ｈｅｒｏ」であると判断さ
れた場合には、当該人物の名前、生年月日をユーザ１８０から取得する（Ｓ１０１２）。
【００９８】
　そして、特定被写体情報取得部６６２は、Ｓ１００２において入力されたキャスティン
グ情報、Ｓ１００６において選択されたファイルのファイル名、及びＳ１００８において
入力された位置、並びに、Ｓ１０１２において取得した名前及び生年月日を含む特定被写
体情報を生成する（Ｓ１０１４）。なお、特定被写体情報取得部６６２は、Ｓ１０１０に
おいて、キャスティング情報がＨｅｒｏではないと判断された場合には、Ｓ１０１４に処
理を移行し、Ｓ１００２において入力されたキャスティング情報、Ｓ１００６において選
択されたファイルのファイル名、及びＳ１００８において入力された位置を含む特定被写
体情報を生成する。
【００９９】
　そして、特定被写体情報取得部６６２は、他の人物の特定被写体情報を入力するか否か
をユーザ１８０に提示して、ユーザ１８０からの入力によって、他の人物のキャスティン
グ情報を入力する旨をするか否かを判断する（Ｓ１０１６）。Ｓ１０１６において他の人
物のキャスティング情報を入力する旨を判断した場合には、Ｓ１００２に移行して、他の
人物のキャスティング情報を入力させる。特定被写体情報取得部６６２は、Ｓ１０１６に
おいて他の人物のキャスティング情報を入力しない旨を判断した場合には、処理を終了す
る。なお、キャスティング情報がＨｅｒｏである人物が本実施形態における指定人物であ
り、アルバムにおける主人公となる。また、特定被写体情報が入力された人物が、指定人
物に関連する人物である関連人物となる。
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【０１００】
　以上説明したように、アルバム作成装置１９２は、ユーザ１８０からアルバムに登場さ
せるべき人物とそのアルバムにおける役割を指定させることによって、アルバムにおける
人物の役割を取得する。このため、アルバム作成装置１９２は、アルバムにおける人物の
役割に応じて、アルバムにおける画像のレイアウトを適切に決定することができる。
【０１０１】
　図１１は、特定被写体情報の内容の一例を示す。特定被写体情報１１０２、１１０４、
及び１１０６は、それぞれアルバムにおける主人公、主人公の兄弟、及び主人公の友人を
示す特定被写体情報である。特定被写体情報１１０２、１１０４、及び１１０６は、人物
の名前を示すＮａｍｅフィールド、画像のファイル名を示すＦｉｌｅフィールド、画像に
おける位置を示すＰｏｓｉｔｉｏｎフィールド、キャスティング情報を示すＣａｓｔｉｎ
ｇフィールド、生年月日を示すＤａｔｅ　ｏｆ　Ｂｉｒｔｈフィールドを持つ。主人公の
特定被写体情報には名前及び生年月日といった個人的な情報が含まれるが、主人公以外の
人物の特定被写体情報にはそれらの個人的な情報が含まれない。したがって、ユーザ１８
０は、主人公以外の人物の個人情報を入力する必要がないので、キオスク端末で特定被写
体情報を入力しているときに他人に覗き見られたり、インターネット等の通信回線を通じ
て特定被写体情報に含まれる各情報を入力した場合に通信回線上においてデータを盗み見
られた場合の損害を低減することができる。また、特定被写体情報取得部６６２は、主人
公を示す特定被写体情報については、入力された個人的な情報が暗号化された特定被写体
情報を生成してもよい。
【０１０２】
　図１２は、関連人物情報格納部６２４が格納している関連人物情報の一例を示す。関連
人物情報格納部６２４は、例えば関連人物情報格納部２２４から受け取った関連人物情報
の他に、それぞれの人物識別情報が示す人物のキャスティング情報、及びキャスティング
情報に基づく関連度を格納する。例えば、関連人物情報格納部６２４は、特定被写体情報
取得部６６２から取得されたキャスティング情報に基づいて、人物識別情報Ａ、Ｂ、及び
Ｃに対応づけてそれぞれＨｅｒｏ、Ｆｒｉｅｎｄ、及びＢｒｏｔｈｅｒを格納する。
【０１０３】
　また、関連人物情報格納部６２４は更に、キャスティング情報に応じた関連度を、人物
識別情報に対応づけて格納する。例えば、関連人物情報格納部６２４は、人物識別情報Ａ
に対応づけて、人物識別情報Ａで示される人物に対する関連度として、キャスティング情
報がＢｒｏｔｈｅｒである人物（人物識別情報Ｃが示す人物）について、キャスティング
情報がＦｒｉｅｎｄである人物（人物識別情報Ｂが示す人物）の関連度（３）より高い関
連度（１０）を格納する。なお、関連人物情報格納部６２４は、キャスティング情報に対
応づけて関連度を予め記憶しており、特定被写体情報取得部６６２が取得した特定被写体
情報に含まれるキャスティング情報に対応づけて記憶している関連度を、人物識別情報の
それぞれに対応づけて格納してよい。
【０１０４】
　また、特定被写体情報取得部６６２は、アルバムの閲覧者を示す旨のキャスティング情
報を取得してよい。そして、関連人物情報格納部６２４は、アルバムの閲覧者である旨を
示すキャスティング情報を持つ人物の人物識別情報に対応づけて、アルバムの閲覧者では
ない旨を示すキャスティング情報を持つ人物の人物識別情報に対応づけられた関連度より
大きい関連度を格納してよい。これにより、アルバム作成装置１９２は、アルバムの閲覧
者が強調されたレイアウトのアルバムを作成することができる。したがって、アルバム作
成装置１９２は、アルバムの閲覧者にとって望ましいレイアウトのアルバムを作成するこ
とができる。
【０１０５】
　図１３は、アルバム作成部６３６が格納しているテンプレートの一例を示す。テンプレ
ート１３０１はアルバムの裏表紙及び表紙のテンプレートの一例を示し、テンプレート１
３０２～１３０５は見開きページのテンプレートの一例を示す。テンプレートが示すそれ
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ぞれの画像枠には、画像枠にはめ込まれる画像に含まれる人物のキャスティング情報が定
められている。例えば、テンプレート１３０１が示す画像枠１３１１及び１３１２には、
ＣａｓｔｉｎｇフィールドがＨｅｒｏの人物を含む画像がはめ込まれる旨が定められてい
る。また、テンプレート１３０５の画像枠１３５１～１３５３には、それぞれＣａｓｔｉ
ｎｇフィールドがＦａｔｈｅｒ、Ｍｏｔｈｅｒ、及びＢｒｏｔｈｅｒの人物を含む画像が
はめ込まれる旨が定められている。
【０１０６】
　なお、指定人物画像抽出部６６０は、ＨｅｒｏのＣａｓｔｉｎｇフィールドを持つ特定
被写体情報のＦｉｌｅフィールドで示されるファイル名の画像における、当該特定被写体
情報のＰｏｓｉｔｉｏｎフィールドの位置から所定の範囲の画像領域から、指定人物の画
像を抽出する。そして、指定人物画像抽出部６６０は、画像格納部６０４が格納している
画像に含まれる被写体と指定人物の画像とのマッチングによって、当該指定人物画像と所
定の一致度以上の一致度で一致した被写体を含む画像を、指定人物画像として抽出する。
同様に、画像選択部６３２は、Ｈｅｒｏ以外のＣａｓｔｉｎｇフィールドを持つ特定被写
体情報に基づいて、関連人物の画像を選択することができる。
【０１０７】
　そして、アルバム作成部６３６は、Ｈｅｒｏの画像をはめ込む旨が定められている画像
枠に、指定人物画像抽出部６６０が抽出した画像の中から選択してはめ込む。また、アル
バム作成部６３６は、Ｈｅｒｏ以外の画像をはめ込む旨が定められている画像枠に、画像
選択部６３２が選択した画像の中から選択してはめ込む。
【０１０８】
　なお、画像枠１３３２～１３３５に定められているｒｅｌａｔｉｖｅｓとは、Ｆａｔｈ
ｅｒ、Ｍｏｔｈｅｒ、Ｂｒｏｔｈｅｒ、及びＳｉｓｔｅｒを含む、家族を示すキャスティ
ング情報の総称である。そして、アルバム作成部６３６は、ｒｅｌａｔｉｖｅｓが定めら
れている画像枠に、Ｆａｔｈｅｒ、Ｍｏｔｈｅｒ、Ｂｒｏｔｈｅｒ、及びＳｉｓｔｅｒの
いずれかをキャスティング情報として持つ人物を含む画像をはめ込む。
【０１０９】
　また、テンプレートには、アルバムタイトル及びページタイトルを示すテキストの配置
及び内容が予め定められている。例えば、テンプレート１３０１には、アルバムタイトル
のテキストとして、＜Ｎａｍｅ＞'ｓ　Ｓｔｏｒｙが定められている。また、テンプレー
ト１３０３及び１３０５には、それぞれ＜Ｎａｍｅ＞'ｓ　Ｆａｍｉｌｙ及びＭｅｍｂｅ
ｒｓが定められている。
【０１１０】
　なお、テンプレートで定められたタイトルのテキストには、テキストの少なくとも一部
を、被写体特定情報に含まれるフィールドデータで置換すべき旨を示すテキスト置換情報
が含まれている。例えば、１３０１及び１３０３で定められているタイトルのテキストに
は、Ｎａｍｅフィールドで置換すべき旨を示すテキスト置換情報＜Ｎａｍｅ＞が含まれて
いる。そして、アルバム作成部６３６は、ＣａｓｔｉｎｇフィールドがＨｅｒｏである特
定被写体情報で指定されるＮａｍｅフィールドのデータで、テキスト置換情報＜Ｎａｍｅ
＞で示される部分のテキストを置換することによって、各タイトルのテキストを生成する
。これにより、アルバム作成装置１９２は、指定された主人公に相応しいタイトルを用い
ることができる。以上説明したように、アルバム作成装置１９２は、ユーザ１８０から指
定された特定被写体情報に応じた適切なレイアウトで画像が配置されたアルバムを作成す
ることができる。
【０１１１】
　図１４は、アルバム作成部６３６が生成したページのレイアウト結果１４０２及び１４
０４の一例を示す。アルバム作成部６３６は、テンプレート１３０３で定められる画像枠
１３３１～１３３５に画像をはめ込むことによって、レイアウト結果１４０２及び１４０
４で示されるレイアウトのページを作成する。アルバム作成部６３６は、指定人物画像抽
出部６６０が抽出したＣａｓｔｉｎｇフィールドがＨｅｒｏを持つ人物を含む画像を、画
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像枠１３３１にはめ込む。そして、アルバム作成部６３６は、画像選択部６３２が選択し
た、Ｃａｓｔｉｎｇフィールドがｒｅｌａｔｉｖｅｓに含まれる値を持つ人物を含む画像
を画像枠１３３２～１３３５にはめ込む。これにより、レイアウト結果１４０２及び１４
０４が得られる。
【０１１２】
　なお、アルバム作成部６３６は、同一ページに含まれる画像枠１３３１～１３３５に含
まれる指定人物（ＣａｓｔｉｎｇフィールドがＨｅｒｏの人物）の面積が、指定人物以外
の人物（ＣａｓｔｉｎｇフィールドがＨｅｒｏ以外の人物）の面積より大きくなるように
、指定人物画像抽出部６６０が抽出した画像をトリミングしたトリミング画像を拡大して
主画像の画像枠１３３１にはめ込んでよい。また、アルバム生成部６８０は、同一ページ
に含まれる画像枠１３３１～１３３５に含まれる指定人物の数が、指定人物以外の人物の
数より多くなるように、画像枠１３３２～１３３５にはめ込む画像を選択してよい。
【０１１３】
　レイアウト結果１４０４は、指定人物及び指定人物以外の人物を含む画像のレイアウト
結果の一例である。指定人物画像抽出部６６０が指定人物及び指定人物以外の人物を含む
画像を選択した場合に、トリミング画像生成部６７６は指定人物が中心となるように当該
画像をトリミングする。そして、アルバム生成部６８０は、トリミング画像生成部６７６
がトリミングした画像を画像枠１３３１にはめ込む。同様に、トリミング画像生成部６７
６は、関連人物を複数含む画像から、より高い関連度に対応づけられた人物が中央にトリ
ミングされたトリミング画像を生成してよい。このようにして、アルバム作成装置１９２
は、指定人物、指定人物に関連度の高い人物が強調されたレイアウトのアルバムを作成す
ることができる。
【０１１４】
　図１５は、撮像装置１００の他の実施形態におけるブロック構成の一例を示す。本実施
形態における撮像装置１００は、撮像画像に含まれる人物を識別する情報を、予めユーザ
１８０から取得する。なお、本実施形態における撮像装置１００の利用環境は図１に関連
して説明した利用環境と同様であるので、説明を省略する。撮像装置１００は、撮像部１
６０２、画像格納部１６０４、人物判断部１６０６、人物識別情報入力部１６１０、画像
格納制御部１６１２、人物抽出部１６１４、確認情報入力部１６２０、人数算出部１６４
０、人物位置特定部１６４２、及び人物通知部１６４４を備える。
【０１１５】
　人物識別情報入力部１６１０は、人物を示す人物識別情報をユーザ１８０に入力させる
。人物識別情報入力部１６１０は、入力された人物識別情報を、揮発性メモリ等に記憶し
ておく。
【０１１６】
　撮像部１６０２は、撮像画像を撮像する。このとき、人物判断部１６０６は、人物識別
情報入力部１６１０から人物識別情報が入力されてから所定のタイミングまでの間に撮像
部１６０２によって撮像画像が撮像された場合に、撮像部１６０２が撮像した撮像画像に
人物が含まれるか否かを判断する。そして、画像格納部１６０４は、人物判断部１６０６
が撮像部１６０２によって撮像された撮像画像に人物が含まれると判断した場合に、撮像
部１６０２によって撮像された撮像画像と、人物識別情報入力部１６１０から入力された
人物識別情報とを対応づけて格納する。具体的には、画像格納制御部１６１２が、撮像部
１６０２によって撮像された撮像画像に人物が含まれると人物判断部１６０６が判断した
場合に、撮像部１６０２によって撮像された撮像画像と人物識別情報入力部１６１０から
入力された人物識別情報とを対応づけて画像格納部１６０４に格納させる。
【０１１７】
　なお、人物識別情報入力部１６１０は、複数の人物をそれぞれ示す複数の人物識別情報
をユーザ１８０に入力させてよい。この場合、画像格納部１６０４は、人物判断部１６０
６が撮像部１６０２によって撮像された撮像画像に人物が含まれると判断した場合に、撮
像部１６０２によって撮像された撮像画像と、人物識別情報入力部１６１０から入力され
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た複数の人物識別情報とを対応づけて格納する。
【０１１８】
　なお、人数算出部１６４０は、人物判断部１６０６が撮像部１６０２によって撮像され
た撮像画像に人物が含まれると判断した場合に、撮像部１６０２によって撮像された撮像
画像に含まれる人物の数を算出する。そして、画像格納制御部１６１２は、人物判断部１
６０６が撮像部１６０２によって撮像された撮像画像に人物が含まれると判断した場合に
、人数算出部１６４０が算出した人数が人物識別情報入力部１６１０から入力された人物
識別情報の数以上であることを条件として、撮像部１６０２によって撮像された撮像画像
と、人物識別情報入力部１６１０から入力された複数の人物識別情報とを対応づけて画像
格納部１６０４に格納させてよい。
【０１１９】
　なお、人物抽出部１６１４は、人物識別情報入力部１６１０において、人物を示す人物
識別情報がユーザ１８０から入力された場合に、撮像部１６０２が撮像画像を撮像する前
に撮像部１６０２によって撮像される予備画像の予め定められた所定の領域から人物を抽
出する。人物抽出部１６１４は、例えば予備画像の中央を含む所定の範囲の領域、フォー
カスが合っている点から所定の範囲の領域から、人物を抽出する。そして、人物位置特定
部１６４２は、人物抽出部１６１４が抽出した人物と、撮像部１６０２が撮像した撮像画
像に含まれる人物とをマッチングすることによって、撮像部１６０２が撮像した撮像画像
における人物の位置を特定する。そして、画像格納部１６０４は、撮像部１６０２によっ
て撮像された撮像画像と、人物識別情報入力部１６１０から入力された人物識別情報及び
人物位置特定部１６４２が特定した人物の位置とを対応づけて格納する。
【０１２０】
　なお、予備画像とは、ユーザ１８０が、画像を撮像することができる状態に撮像装置１
００を設定している場合に、連続的に撮像される画像であってよい。撮像装置１００は、
これらの予備画像を、ユーザ１８０が撮像範囲を確認したり、撮像条件を設定したりする
ためのモニタ画像として撮像装置１００のモニタ画面に表示する。
【０１２１】
　なお、人物通知部１６４４は、人物識別情報を、人物判断部１６０６が判断した人物に
対応づけてユーザ１８０に通知する。そして、確認情報入力部１６２０は、人物通知部が
通知した人物識別情報が、人物判断部１６０６によって判断された人物を示すか否かを、
人物判断部１６０６が判断した人物に対応づけてユーザ１８０から入力させる。そして、
画像格納制御部１６１２は、確認情報入力部１６２０から入力された確認情報が、人物通
知部が通知した人物識別情報が人物判断部１６０６によって判断された人物を示す場合に
、撮像部１６０２によって撮像された撮像画像と人物通知部が通知した人物識別情報とを
対応づけて画像格納部１６０４に格納させる。
【０１２２】
　図１６は、撮像装置１００が人物識別情報を記録する処理フローの一例を示す。人物識
別情報入力部１６１０は、人物識別情報をユーザ１８０から入力する（Ｓ１７０２）。人
物識別情報入力部１６１０は、画像格納部１６０４が画像に対応づけて既に格納している
人物識別情報の一覧の中からユーザ１８０に選択させてよい。他にも、人物識別情報入力
部１６１０は、親、兄弟、友達等、予め定められた人物関係を示す人物識別情報をユーザ
１８０に提示して、選択させてもよい。なお、人物識別情報入力部１６１０は、アルバム
作成装置１９２がアルバムを作成する際にユーザ１８０に入力させるキャスティング情報
を、人物識別情報として入力させてもよい。また、人物識別情報入力部１６１０は、ユー
ザ１８０の発する音声を解析することによってユーザ１８０が発した言葉を特定して、特
定した言葉を人物識別情報として入力してもよい。
【０１２３】
　そして、人物抽出部１６１４は、人物識別情報入力部１６１０から人物識別情報が入力
されたタイミングにおいて、撮像部１６０２によって撮像された予備画像における所定の
領域から人物を抽出する（Ｓ１７０４）。なお、人物抽出部１６１４は、ユーザ１８０が
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撮像装置１００のレリーズボタンを半押ししたタイミングで予備画像を取得して、当該予
備画像における所定の領域から人物を抽出してよい。例えば撮像装置１００は、撮像装置
１００の予備画像を表示するモニタ画面の所定の位置にマークを表示させて、当該マーク
に合わせてユーザ１８０がレリーズボタンを半押しすると、当該マークの位置を含む所定
の範囲の領域の画像から人物を抽出する。これにより、撮像装置１００は、人物識別情報
が入力される際のユーザ１８０の意図を適切に判断することができる。
【０１２４】
　そして、撮像部１６０２は、ユーザ１８０の指示により撮像画像を撮像する（Ｓ１７０
６）。そして、人物判断部１６０６は、撮像画像に人物が含まれるか否かを判断する（Ｓ
１７０８）。Ｓ１７０８において、人物判断部１６０６が撮像画像に人物が含まれると判
断した場合、人数算出部１６４０は、撮像画像に含まれる人物の数をカウントする（Ｓ１
７１０）。そして、人物位置特定部１６４２は、Ｓ１７０６において撮像された撮像画像
に含まれる人物の位置を特定する（Ｓ１７１２）。
【０１２５】
　そして、画像格納制御部１６１２は、Ｓ１７０２において人物識別情報が入力された人
数及びＳ１７１０においてカウントされた人数が共に１であるか否かを判断する（Ｓ１７
１４）。Ｓ１７１４において、画像格納制御部１６１２が人物識別情報が入力された人数
及びカウントされた人数が共に１であると判断した場合、画像格納制御部１６１２は、Ｓ
１７０２において入力された人物識別情報及び人物位置特定部１６４２が特定した人物の
位置を含む情報を、Ｓ１７０６において撮像された撮像画像に付帯させるタグ情報として
生成する（Ｓ１７１６）。そして、画像格納制御部１６１２は、Ｓ１７１４において生成
したタグ情報を、撮像画像に付帯させて画像格納部１６０４に格納させる（Ｓ１７１８）
。
【０１２６】
　なお、Ｓ１７１４において、画像格納制御部１６１２が人物識別情報が入力された人数
又はカウントされた人数のいずれかが１でない旨を判断した場合、人物通知部１６４４は
、Ｓ１７０４において抽出された人物の画像と、Ｓ１７０６において撮像された撮像画像
に含まれる人物の画像とをマッチングすることによって、撮像画像に含まれる人物の中の
うち最も高い一致度で一致した人物を通知する（Ｓ１７２０）。このとき、人物通知部１
６４４は、Ｓ１７０２において入力された人物識別情報毎に、最も高い一致度で一致した
人物を通知する。
【０１２７】
　そして、確認情報入力部１６２０は、提示した人物識別情報と、撮像画像に含まれる人
物とが一致しているか否かを示す確認情報を入力させる（Ｓ１７２２）。そして、画像格
納制御部１６１２は、Ｓ１７２２において入力された確認情報から、一致している旨の確
認情報が入力されたか否かを判断する（Ｓ１７２４）。画像格納制御部１６１２は、Ｓ１
７２４において一致している旨の確認情報が入力されたことを判断した場合にはＳ１７１
６に処理を移行し、一致している旨の確認情報が入力された人物の人物識別情報と、当該
人物の撮像画像における位置を含むタグ情報を生成する。また、画像格納制御部１６１２
は、Ｓ１７２２において一致している旨の確認情報が入力されなかった旨を判断した場合
には、Ｓ１７１８に処理を移行し、付帯されたタグ情報に人物識別情報が含まれない撮像
画像を画像格納部１６０４に格納させる。
【０１２８】
　なお、Ｓ１７０８において人物判断部１６０６が撮像画像に人物が含まれない旨を判断
した場合、画像格納制御部１６１２はＳ１７１８に処理を移行して、タグ情報として人物
識別情報が含まれない撮像画像を、画像格納部１６０４に格納させる。なお、Ｓ１７１４
において、入力された人物識別情報の数よりカウントされた人物の数が少ない場合には、
画像格納制御部１６１２はＳ１７１８に処理を移行して、タグ情報として人物識別情報が
含まれない撮像画像を、画像格納部１６０４に格納させてもよい。
【０１２９】
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　図１７は、確認情報入力部１６２０による人物の確認画面の一例を示す。予備画像１８
０１及び１８０２は、人物識別情報を登録すべくユーザ１８０がレリーズボタンを半押し
したタイミングで撮像部１６０２が撮像した予備画像の一例を示す。また、画像１８１１
及び１８１２は、確認情報入力部１６２０による確認画面の一例を示す。なお、本例では
、予備画像１８０１及び１８０２に対して、それぞれ「Ｎａｎａ」及び「Ｂｒｏｔｈｅｒ
」が人物識別情報として人物識別情報入力部１６１０から入力されたとする。
【０１３０】
　人物抽出部１６１４は、予備画像１８０１における中央の領域１８０５から人物を抽出
する。例えば、人物抽出部１６１４は、中央の領域１８０５に含まれる被写体と予め定め
られた人物のパターンとのパターンマッチング等によって、領域１８０５から人物の画像
を抽出する。そして、人物抽出部１６１４は、抽出した当該人物の画像を記憶しておく。
また、人物通知部１６４４は、人物識別情報入力部１６１０から入力された人物識別情報
「Ｎａｎａ」を記憶しておく。
【０１３１】
　そして、レリーズボタンが半押しされてから所定のタイミングまでの間にユーザ１８０
から撮像が指示されると、また、人物抽出部１６１４は撮像画像から人物を抽出する。そ
して、人物位置特定部１６４２は人物抽出部１６１４が撮像画像から抽出した人物の画像
と、予備画像１８０１から抽出された人物の画像とをマッチングすることによって、予備
画像１８０１から抽出された人物の画像と所定の一致度より高い一致度で一致し、かつ最
も高い一致度で一致する人物の画像を検索する。本図の例では、被写体１８１４が検索さ
れる。そして、人物位置特定部１６４２は、当該人物の重心の位置を特定する。
【０１３２】
　そして、人物通知部１６４４は、撮像部１６０２が撮像した撮像画像を撮像装置１００
のモニタ画面等に表示するとともに、人物位置特定部１６４２が特定した人物の位置の近
傍に、入力された人物識別情報「Ｎａｎａ」を表示する等して、当該被写体が「Ｎａｎａ
」で識別される人物であるか否かをユーザ１８０に確認させる。そして、確認情報入力部
１６２０は、当該被写体が人物識別情報「Ｎａｎａ」で識別される人物であるか否かを示
す入力を受け付ける。例えば、確認情報入力部１６２０は、撮像装置１００に設けられた
確認ボタンの押下等によって、人物識別情報「Ｎａｎａ」で識別される人物であるか否か
を入力させる。
【０１３３】
　そして、画像格納制御部１６１２は、人物識別情報入力部１６１０から人物識別情報「
Ｎａｎａ」で識別される人物である旨が入力されると、人物識別情報「Ｎａｎａ」及び人
物位置特定部１６４２が特定した位置を、撮像画像のタグ情報として画像格納部１６０４
に格納させる。
【０１３４】
　なお、確認情報入力部１６２０は、モニタ画面に設けられたタッチパネル等の入力装置
によって、モニタ画面に表示された撮像画像上において、人物識別情報「Ｎａｎａ」で識
別される人物の位置をユーザ１８０に入力させてもよい。このとき、確認情報入力部１６
２０は、人物識別情報「Ｎａｎａ」で識別される人物の位置が入力された場合に、当該位
置の入力を、確認情報として画像格納制御部１６１２に供給してよい。そして、画像格納
制御部１６１２は、供給された位置及び人物識別情報「Ｎａｎａ」を、撮像画像のタグ情
報として画像格納部１６０４に格納させてよい。このようにして、撮像装置１００は人物
の位置の修正を受け付けることができる。
【０１３５】
　同様にして、撮像装置１００は、予備画像１８０２における中央の領域１８０６から人
物を抽出することによって、人物識別情報「Ｂｒｏｔｈｅｒ」の入力後に撮像された画像
１８１２から、人物識別情報「Ｂｒｏｔｈｅｒ」の位置を確認させることができる。以上
説明したように、撮像装置１００によると、レリーズボタンを半押しして人物を入力する
ことによって、撮像画像に含まれる人物を識別する情報及び撮像画像における当該人物の
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位置を、確実かつ効率的に登録することができる。
【０１３６】
　なお、撮像装置１００は、図１から図６にかけて説明した撮像装置１００の機能及び動
作と、図１５から図１７にかけて説明した撮像装置１００の機能及び動作とを、組み合わ
した機能及び動作を有する構成を持つことができる。例えば、撮像装置１００は、撮像前
に人物識別情報が入力されなかった人物について、図１から図６にかけて説明した撮像装
置１００の機能及び動作によって、撮像後に人物識別情報を登録することができる。
【０１３７】
　以上説明したアルバム作成システム１７０によれば、撮像装置１００によって撮像した
画像の被写体である人物を、当該画像に簡単に記録しておくことができる。そして、アル
バム作成装置１９２は、撮像装置１００から画像を受け取って、アルバムの主人公にとっ
て身近な人物が主要被写体として写っている画像を自動的に選択して、アルバムを作成す
ることができる。このため、ユーザ１８０は、望ましい画像が収められたアルバムを手軽
に作成することができる。
【０１３８】
　図１８は、撮像装置１００及びアルバム作成装置１９２に係るコンピュータ１５００の
ハードウェア構成の一例を示す。コンピュータ１５００は、ホスト・コントローラ１５８
２により相互に接続されるＣＰＵ１５０５、ＲＡＭ１５２０、グラフィック・コントロー
ラ１５７５、及び表示装置１５８０を有するＣＰＵ周辺部と、入出力コントローラ１５８
４によりホスト・コントローラ１５８２に接続される通信インターフェイス１５３０、ハ
ードディスクドライブ１５４０、及びＣＤ－ＲＯＭドライブ１５６０を有する入出力部と
、入出力コントローラ１５８４に接続されるＲＯＭ１５１０、フレキシブルディスク・ド
ライブ１５５０、及び入出力チップ１５７０を有するレガシー入出力部とを備える。
【０１３９】
　ホスト・コントローラ１５８２は、ＲＡＭ１５２０と、高い転送レートでＲＡＭ１５２
０をアクセスするＣＰＵ１５０５、及びグラフィック・コントローラ１５７５とを接続す
る。ＣＰＵ１５０５は、ＲＯＭ１５１０、及びＲＡＭ１５２０に格納されたプログラムに
基づいて動作し、各部の制御を行う。グラフィック・コントローラ１５７５は、ＣＰＵ１
５０５等がＲＡＭ１５２０内に設けたフレーム・バッファ上に生成する画像データを取得
し、表示装置１５８０上に表示させる。これに代えて、グラフィック・コントローラ１５
７５は、ＣＰＵ１５０５等が生成する画像データを格納するフレーム・バッファを、内部
に含んでもよい。
【０１４０】
　入出力コントローラ１５８４は、ホスト・コントローラ１５８２と、比較的高速な入出
力装置であるハードディスクドライブ１５４０、通信インターフェイス１５３０、ＣＤ－
ＲＯＭドライブ１５６０を接続する。ハードディスクドライブ１５４０は、コンピュータ
１５００内のＣＰＵ１５０５が使用するプログラム、及びデータを格納する。通信インタ
ーフェイス１５３０は、ネットワークを介して撮像装置１００又はアルバム作成装置１９
２と通信し、撮像装置１００又はアルバム作成装置１９２にプログラム、及びデータを提
供する。ＣＤ－ＲＯＭドライブ１５６０は、ＣＤ－ＲＯＭ１５９５からプログラムまたは
データを読み取り、ＲＡＭ１５２０を介してハードディスクドライブ１５４０、及び通信
インターフェイス１５３０に提供する。
【０１４１】
　また、入出力コントローラ１５８４には、ＲＯＭ１５１０と、フレキシブルディスク・
ドライブ１５５０、及び入出力チップ１５７０の比較的低速な入出力装置とが接続される
。ＲＯＭ１５１０は、コンピュータ１５００が起動時に実行するブート・プログラムや、
コンピュータ１５００のハードウェアに依存するプログラム等を格納する。フレキシブル
ディスク・ドライブ１５５０は、フレキシブルディスク１５９０からプログラムまたはデ
ータを読み取り、ＲＡＭ１５２０を介してハードディスクドライブ１５４０、及び通信イ
ンターフェイス１５３０に提供する。入出力チップ１５７０は、フレキシブルディスク・
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ドライブ１５５０や、例えばパラレル・ポート、シリアル・ポート、キーボード・ポート
、マウス・ポート等を介して各種の入出力装置を接続する。
【０１４２】
　ＲＡＭ１５２０を介して通信インターフェイス１５３０に提供されるプログラムは、フ
レキシブルディスク１５９０、ＣＤ－ＲＯＭ１５９５、またはＩＣカード等の記録媒体に
格納されて利用者によって提供される。プログラムは、記録媒体から読み出され、ＲＡＭ
１５２０を介して通信インターフェイス１５３０に提供され、ネットワークを介して撮像
装置１００又はアルバム作成装置１９２に送信される。撮像装置１００又はアルバム作成
装置１９２に送信されたプログラムは、撮像装置１００又はアルバム作成装置１９２にお
いてインストールされて実行される。
【０１４３】
　撮像装置１００にインストールされて実行されるプログラムは、撮像装置１００を、図
１から図６において説明した撮像部２０２、画像格納部２０４、人物判断部２０６、入力
通知部２０８、人物識別情報入力部２１０、画像格納制御部２１２、人物画像抽出部２１
４、人物識別情報検索部２１８、確認情報入力部２２０、検索人物通知部２２２、関連人
物情報格納部２２４、人物識別情報選択部２３０、人物群記録部２３２、及び人物群選択
部２３４として機能させる。また、当該プログラムは、撮像装置１００を、図１５から１
７にかけて説明した撮像部１６０２、画像格納部１６０４、人物判断部１６０６、人物識
別情報入力部１６１０、画像格納制御部１６１２、人物抽出部１６１４、確認情報入力部
１６２０、人数算出部１６４０、人物位置特定部１６４２、及び人物通知部１６４４とし
て機能させる。また、アルバム作成装置１９２にインストールされて実行されるプログラ
ムは、アルバム作成装置１９２を、図１、図７から１４において説明した画像格納部６０
４、関連人物情報格納部６２４、画像選択部６３２、関連人物情報抽出部６３４、指定人
物画像抽出部６６０、特定被写体情報取得部６６２、及びアルバム作成部６３６として機
能させる。また、当該プログラムは、アルバム作成部６３６を、面積算出部６７２、画像
分類部６７０、人物判断部６７４、トリミング画像生成部６７６、及びアルバム生成部６
８０として機能させる。
【０１４４】
　以上に示したプログラムは、外部の記憶媒体に格納されてもよい。記憶媒体としては、
フレキシブルディスク１５９０、ＣＤ－ＲＯＭ１５９５の他に、ＤＶＤやＰＤ等の光学記
録媒体、ＭＤ等の光磁気記録媒体、テープ媒体、ＩＣカード等の半導体メモリ等を用いる
ことができる。また、専用通信ネットワークやインターネットに接続されたサーバシステ
ムに設けたハードディスクまたはＲＡＭ等の記憶装置を記録媒体として使用し、ネットワ
ークを介してプログラムをコンピュータ１５００に提供してもよい。
【０１４５】
　以上、実施形態を用いて本発明を説明したが、本発明の技術的範囲は上記実施形態に記
載の範囲には限定されない。上記実施形態に、多様な変更又は改良を加えることができる
。そのような変更又は改良を加えた形態も本発明の技術的範囲に含まれ得ることが、特許
請求の範囲の記載から明らかである。
【図面の簡単な説明】
【０１４６】
【図１】画像出力システム１９０の利用環境の一例を示す図である。
【図２】画像出力システム１９０のブロック構成の一例を示す図である。
【図３】画像格納部２０４が格納しているデータの一例をテーブル形式で示す図である。
【図４】関連人物情報格納部２２４が格納しているデータの一例をテーブル形式で示す図
である。
【図５】人物識別情報を記録する処理フローの一例を示す図である。
【図６】人物群記録部２３２が格納しているデータの一例をテーブル形式で示す図である
。
【図７】アルバム作成装置１９２のブロック構成の一例を示す図である。
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【図８】アルバム作成部６３６のブロック構成の一例を示す図である。
【図９】アルバムを作成する処理フローの一例を示す図である。
【図１０】特定被写体情報を取得する処理フローの一例を示す。
【図１１】特定被写体情報の内容の一例を示す。
【図１２】関連人物情報の一例を示す。
【図１３】アルバム作成部６３６が格納しているテンプレートの一例を示す。
【図１４】アルバムのページのレイアウト結果の一例を示す。
【図１５】撮像装置１００の他の実施形態におけるブロック構成の一例を示す。
【図１６】撮像装置１００が人物識別情報を記録する処理フローの一例を示す。
【図１７】確認情報入力部１６２０による人物の確認画面の一例を示す。
【図１８】撮像装置１００及びアルバム作成装置１９２に係るコンピュータ１５００のハ
ードウェア構成の一例を示す図である。
【符号の説明】
【０１４７】
１００　撮像装置
１５０　通信回線
１７０　アルバム作成システム
１８０　ユーザ
１９２　アルバム作成装置
２０２　撮像部
２０４　画像格納部
２０６　人物判断部
２０８　入力通知部
２１０　人物識別情報入力部
２１２　画像格納制御部
２１４　人物画像抽出部
２１８　人物識別情報検索部
２２０　確認情報入力部
２２２　検索人物通知部
２２４　関連人物情報格納部
２３０　人物識別情報選択部
２３２　人物群記録部
２３４　人物群選択部
６０４　画像格納部
６２４　関連人物情報格納部
６３２　画像選択部
６３４　関連人物情報抽出部
６３６　アルバム作成部
６６０　指定人物画像抽出部
６６２　特定被写体情報取得部
６７０　画像分類部
６７２　面積算出部
６７４　人物判断部
６７６　トリミング画像生成部
６８０　アルバム生成部
１６０２　撮像部
１６０４　画像格納部
１６０６　人物判断部
１６１０　人物識別情報入力部
１６１２　画像格納制御部
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１６１４　人物抽出部
１６２０　確認情報入力部
１６４０　人数算出部
１６４２　人物位置特定部
１６４４　人物通知部

【図１】 【図２】
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【図１０】 【図１１】
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【図１４】 【図１５】
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