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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　多数の人物画像に含まれている人物を代表する代表人物画像を，表示画面に表示するよ
うに表示装置を制御する代表人物画像表示制御手段，
　上記代表人物画像表示制御手段の制御のもとに表示画面に表示されている代表人物画像
のうち，電子アルバムに含まれる画像貼付領域に貼り付ける人物画像の代表人物画像を選
択する代表人物画像選択手段，
　上記代表人物画像選択手段によって選択された代表人物画像が代表する人物画像の貼り
付け先である画像貼付領域を選択する画像貼付領域選択手段，
　電子アルバムのページ数と同じ数のグループとなるように，撮像時系列順にしたがって
多数の人物画像を多数のグループに分ける撮像時系列グルーピング手段，
　上記撮像時系列グルーピング手段によって分けられた多数のグループを，撮像時が古い
ほど前のページとなるように電子アルバムのページと対応付ける対応付け手段，および
　上記画像貼付領域選択手段によって選択された画像貼付領域が存在するページに対応付
けられているグループに含まれ，かつ上記代表人物画像選択手段によって選択された代表
人物画像が代表する人物画像の中から，上記画像貼付領域選択手段によって選択された画
像貼付領域に貼り付ける人物画像を決定する人物画像決定手段，
　を備えた電子アルバム用人物画像決定装置。
【請求項２】
　上記代表人物画像選択手段は，
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　上記代表人物画像表示制御手段の制御のもとに表示画面に表示されている代表人物画像
のうち，電子アルバムに含まれる画像貼付領域に貼り付ける人物画像の代表人物画像を複
数選択するものであり，
　上記人物画像決定手段は，
　上記代表人物画像選択手段によって選択された複数の代表人物画像が表わす複数の人物
が含まれている人物画像を,上記画像貼付領域選択手段によって選択された画像貼付領域
に貼り付ける人物画像と決定するものである，
　請求項１に記載の電子アルバム用人物画像決定装置。
【請求項３】
　上記代表人物画像表示制御手段は，
　多数の人物画像に含まれている人物を代表する代表人物画像のサムネイル画像である代
表サムネイル人物画像を，表示画面に表示するように表示装置を制御するものであり，
　上記代表人物画像選択手段は，
　上記代表人物画像表示制御手段の制御のもとに表示画面に表示されている代表サムネイ
ル人物画像のうち，電子アルバムに含まれる画像貼付領域に貼り付ける人物画像の代表サ
ムネイル人物画像を選択するものであり，
　上記画像貼付領域選択手段は，
　上記代表人物画像選択手段によって選択された代表サムネイル人物画像が代表する人物
画像を貼り付ける画像貼付領域を選択するものであり，
　上記人物画像決定手段は，
　上記画像貼付領域選択手段によって選択された画像貼付領域に貼り付ける人物画像を，
上記代表人物画像選択手段によって選択された代表サムネイル人物画像が代表する人物画
像の中から決定するものである，
　請求項１または２に記載の電子アルバム用人物画像決定装置。
【請求項４】
　人物画像決定手段は，
　上記代表人物画像選択手段によって選択された代表サムネイル人物画像が代表する人物
画像のサムネイル人物画像を見つけるサムネイル人物画像検出手段を備え，
　上記サムネイル人物画像検出手段によって見つけられたサムネイル人物画像に対応する
人物画像の中から上記画像貼付領域選択手段によって選択された画像貼付領域に貼り付け
る人物画像を決定するものである，
　請求項３に記載の電子アルバム用人物画像決定装置。
【請求項５】
　上記人物画像決定手段は，
　人物画像に含まれている人物ごとに多数の人物画像を複数の人物画像グループにグルー
プ分けする第１の人物画像グルーピング手段を備え，
　上記第１の人物画像グルーピング手段においてグループ分けされた人物画像グループの
うち，上記代表人物画像選択手段によって選択された代表サムネイル人物画像が代表する
人物画像グループに含まれる人物画像の中から決定するものである，
　請求項３に記載の電子アルバム用人物画像決定装置。
【請求項６】
　上記人物画像決定手段は，
　異なる画像貼付領域には異なる人物画像が貼り付けられるように人物画像を決定するも
のである，
　請求項１から５のうち，いずれか一項に記載の電子アルバム用人物画像決定装置。
【請求項７】
　上記人物画像決定手段による決定ができなかった場合に，その旨を報知する報知手段，
　をさらに備えた請求項１から６のうち，いずれか一項に記載の電子アルバム用人物画像
決定装置。
【請求項８】
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　代表人物画像が表わす人物が含まれている人物画像の数を算出する人物画像数算出手段
をさらに備え，
　上記代表人物画像表示制御手段は，
　上記人物画像数算出手段によって算出された人物画像の数を，対応する代表人物画像に
関連づけて表示画面に表示するものである，
　請求項１から７のうち，いずれか一項に記載の電子アルバム用人物画像決定装置。
【請求項９】
　上記代表人物画像表示制御手段は，
　人物画像の数の多い順に代表人物画像を表示画面に表示するように表示装置を制御する
ものである，
　請求項８に記載の電子アルバム用人物画像決定装置。
【請求項１０】
　新たな人物画像が電子アルバム用人物画像決定装置に与えられたかどうかを判定する判
定手段をさらに備え，
　上記人物画像数算出手段は，
　上記判定手段により新たな人物画像が電子アルバム用人物画像決定装置に与えられたと
判定されたことに応じて，代表人物画像によって代表される人物画像の数を算出しなおす
ものである，
　請求項８または９に記載の電子アルバム用人物画像決定装置。
【請求項１１】
　上記代表人物画像表示制御手段は，
　上記代表人物画像選択手段によって代表人物画像が選択されたことに応じて，選択され
た代表人物画像によって代表される人物画像を表示画面に表示するように表示装置を制御
するものである，
　請求項１から10のうち，いずれか一項に記載の電子アルバム用人物画像決定装置。
【請求項１２】
　上記代表人物画像表示制御手段は，
　上記代表人物画像選択手段によって複数種類の代表人物画像が選択されたことに応じて
，複数種類の代表人物画像によって代表される複数の人物が含まれている人物画像を表示
画面に表示するように表示装置を制御するものである，
　請求項11に記載の電子アルバム用人物画像決定装置。
【請求項１３】
　上記代表人物画像選択手段は，
　上記代表人物画像表示制御手段の制御のもとに表示画面に表示されている代表人物画像
のうち，表示対象とする代表人物画像および非表示対象とする代表人物画像を選択するも
のであり，
　上記人物画像決定手段は，
　上記代表人物画像選択手段によって表示対象として選択された代表人物画像が代表する
人物を含むが，非表示対象として選択された代表人物画像を代表する人物が含まれていな
い人物画像を，多数の人物画像の中から決定するものである，
　請求項１から12のうち，いずれか一項に記載の電子アルバム用人物画像決定装置。
【請求項１４】
　手動モードを設定する手動モード設定手段，および
　上記手動モード設定手段によって手動モードが設定されたことに応じて，上記代表人物
画像選択手段によって選択された代表人物画像が代表する人物を含む人物画像を上記表示
画面に表示するすように表示装置を制御する人物画像表示制御手段，
　をさらに備えた請求項１から13のうち，いずれか一項に記載の電子アルバム用人物画像
決定装置。
【請求項１５】
　多数の人物画像のうち，上記代表人物画像選択手段によって選択された代表人物画像が
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代表する人物を含む人物画像を見つける人物画像検出手段をさらに備え，
　上記人物画像表示制御手段は，
　上記人物画像検出手段によって見つけられた人物画像を上記表示画面に表示するように
表示装置を制御するものである，
　請求項14に記載の電子アルバム用人物画像決定装置。
【請求項１６】
　人物画像に含まれている人物ごとに多数の人物画像を複数の人物画像グループにグルー
プ分けする第２の人物画像グルーピング手段をさらに備え，
　上記人物画像表示制御手段は，
　上記第２の人物画像グルーピング手段においてグループ分けされた人物画像グループの
うち，上記代表人物画像選択手段によって選択された代表人物画像が代表する人物画像グ
ループに含まれる人物画像を上記表示画面に表示するように表示装置を制御するものであ
る，
　請求項14に記載の電子アルバム用人物画像決定装置。
【請求項１７】
　上記人物画像表示制御手段の制御のもとに上記表示画面に表示されている人物画像のう
ち，上記画像貼付領域選択手段によって選択された画像貼付領域に貼り付ける人物画像を
指定する人物画像指定手段，
　をさらに備えた請求項10に記載の電子アルバム用人物画像決定装置。
【請求項１８】
　上記人物画像指定手段によって指定された人物画像を，上記画像貼付領域選択手段にお
いて選択された画像貼付領域に貼り付けて電子アルバムを生成する電子アルバム生成手段
，
　をさらに備えた請求項17に記載の電子アルバム用人物画像決定装置。
【請求項１９】
　人物画像に含まれている人物ごとに多数の人物画像を複数の人物画像グループにグルー
プ分けする第３の人物画像グルーピング手段，および
　上記第３の人物画像グルーピング手段によってグループ分けされた人物画像グループご
とに，人物画像グループに含まれる人物画像の代表人物画像を決定する代表人物画像決定
手段をさらに備え，
　上記代表人物表示制御手段は，
　上記代表人物画像決定手段によって決定された代表人物画像を上記表示画面に表示する
ように表示装置を制御するものである，
　請求項１から18のうち，いずれか一項に記載の電子アルバム用人物画像決定装置。
【請求項２０】
　代表人物画像表示制御手段が，多数の人物画像に含まれている人物を代表する代表人物
画像を，表示画面に表示するように表示装置を制御し，
　代表人物画像選択手段が，上記代表人物画像表示制御手段の制御のもとに表示画面に表
示されている代表人物画像のうち，電子アルバムに含まれる画像貼付領域に貼り付ける人
物画像の代表人物画像を選択し，
　画像貼付領域選択手段が，上記代表人物画像選択手段によって選択された代表人物画像
が代表する人物画像の貼り付け先である画像貼付領域を選択し，
　撮像時系列グルーピング手段が，電子アルバムのページ数と同じ数のグループとなるよ
うに，撮像時系列順にしたがって多数の人物画像を多数のグループに分け，
　対応付け手段が，上記撮像時系列グルーピング手段によって分けられた多数のグループ
を，撮像時が古いほど前のページとなるように電子アルバムのページと対応付け，
　人物画像決定手段が，上記画像貼付領域選択手段によって選択された画像貼付領域が存
在するページに対応付けられているグループに含まれ，かつ上記代表人物画像選択手段に
よって選択された代表人物画像が代表する人物画像の中から，上記画像貼付領域選択手段
によって選択された画像貼付領域に貼り付ける人物画像を決定する，
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　電子アルバム用人物画像決定装置の制御方法。
【請求項２１】
　電子アルバム用人物画像決定装置のコンピュータを制御するコンピュータが読み取り可
能プログラムであって，
　多数の人物画像に含まれている人物を代表する代表人物画像を，表示画面に表示するよ
うに表示装置を制御させ，
　表示画面に表示されている代表人物画像のうち，電子アルバムに含まれる画像貼付領域
に貼り付ける人物画像の代表人物画像を選択させ，
　選択された代表人物画像が代表する人物画像の貼り付け先である画像貼付領域を選択さ
せ，
　電子アルバムのページ数と同じ数のグループとなるように，撮像時系列順にしたがって
多数の人物画像を多数のグループに分けさせ，
　分けられた多数のグループを，撮像時が古いほど前のページとなるように電子アルバム
のページと対応付けさせ，
　選択された画像貼付領域が存在するページに対応付けられているグループに含まれ，か
つ選択された代表人物画像が代表する人物画像の中から，選択された画像貼付領域に貼り
付ける人物画像を決定させるように電子アルバム用人物画像決定装置のコンピュータを制
御するコンピュータが読み取り可能なプログラム。
【請求項２２】
　請求項21に記載のプログラムを格納した記録媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は，電子アルバム用人物画像決定装置ならびにその制御方法，その制御プログ
ラムおよびその制御プログラムを格納した記録媒体に関する。
【背景技術】
【０００２】
　画像が多くなるにつれて，画像を分類する必要が生じてくる。このために，効率良く分
類作業が行われ，画像管理の利便性を高くするものが考えられている（特許文献１）。
【０００３】
　また，電子アルバム用人物画像決定装置の中には，多数の画像の中から画像の明るさ等
を考慮して電子アルバムに適した画像が自動的に見つけられ，その見つけられた画像が電
子アルバムの画像貼付領域に貼り付けられる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特許第4220458号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　電子アルバムに適した画像が自動的に見つけられる場合，ユーザの意図が必ずしも反映
されないことが多い。電子アルバムに適した画像の一つ一つをユーザが選択するのでは，
多数の画像がある場合，ユーザは面倒となってしまう。
【０００６】
　この発明は，ユーザの意図が反映されつつ，自動で電子アルバムを生成できるようにす
ることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　多数の人物画像に含まれている人物を代表する代表人物画像を，表示画面に表示するよ
うに表示装置を制御する代表人物画像表示制御手段，代表人物画像表示制御手段の制御の
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もとに表示画面に表示されている代表人物画像のうち，電子アルバムに含まれる画像貼付
領域に貼り付ける人物画像の代表人物画像を選択する代表人物画像選択手段，代表人物画
像選択手段によって選択された代表人物画像が代表する人物画像の貼り付け先である画像
貼付領域を選択する画像貼付領域選択手段，および画像貼付領域選択手段によって選択さ
れた画像貼付領域に貼り付ける人物画像を，代表人物画像選択手段によって選択された代
表人物画像が代表する人物画像の中から決定する人物画像決定手段を備えていることを特
徴とする。
【０００８】
　この発明は，電子アルバム用人物画像決定装置に適した制御方法も提供している。すな
わち，この方法は，代表人物画像表示制御手段が，多数の人物画像に含まれている人物を
代表する代表人物画像を，表示画面に表示するように表示装置を制御し，代表人物画像選
択手段が，代表人物画像表示制御手段の制御のもとに表示画面に表示されている代表人物
画像のうち，電子アルバムに含まれる画像貼付領域に貼り付ける人物画像の代表人物画像
を選択し，画像貼付領域選択手段が，代表人物画像選択手段によって選択された代表人物
画像が代表する人物画像の貼り付け先である画像貼付領域を選択し，人物画像決定手段が
，画像貼付領域選択手段によって選択された画像貼付領域に貼り付ける人物画像を，代表
人物画像選択手段によって選択された代表人物画像が代表する人物画像の中から決定する
ものである。
【０００９】
　この発明は，電子アルバム用人物画像決定装置の制御方法を実施するためのコンピュー
タが読み取り可能なプログラムおよびそのプログラムを格納した記録媒体も提供している
。
【００１０】
　代表人物画像選択手段は，たとえば，代表人物画像表示制御手段の制御のもとに表示画
面に表示されている代表人物画像のうち，電子アルバムに含まれる画像貼付領域に貼り付
ける人物画像の代表人物画像を複数選択するものであり，人物画像決定手段は，たとえば
，代表人物画像選択手段によって選択された複数の代表人物画像が表わす複数の人物が含
まれている人物画像を，画像貼付領域選択手段によって選択された画像貼付領域に貼り付
ける人物画像と決定するものである。
【００１１】
　代表人物画像表示制御手段は，たとえば，多数の人物画像に含まれている人物を代表す
る代表人物画像のサムネイル画像である代表サムネイル人物画像を，表示画面に表示する
ように表示装置を制御するものであり，代表人物画像選択手段は，たとえば，代表人物画
像表示制御手段の制御のもとに表示画面に表示されている代表サムネイル人物画像のうち
，電子アルバムに含まれる画像貼付領域に貼り付ける人物画像の代表サムネイル人物画像
を選択するものであり，画像貼付領域選択手段は，たとえば，代表人物画像選択手段によ
って選択された代表サムネイル人物画像が代表する人物画像を貼り付ける画像重複領域を
選択するものであり，人物画像決定手段は，たとえば，画像貼付領域選択手段によって選
択された画像貼付領域に貼り付ける人物画像を，代表人物画像選択手段によって選択され
た代表サムネイル人物画像が代表する人物画像の中から決定するものである。
【００１２】
　人物画像決定手段は，たとえば，代表人物画像選択手段によって選択された代表サムネ
イル人物画像が代表する人物画像のサムネイル人物画像を見つけるサムネイル人物画像検
出手段を備えてもよい。この場合，サムネイル人物画像検出手段によって見つけられたサ
ムネイル人物画像に対応する人物画像の中から画像貼付領域選択手段によって選択された
画像貼付領域に貼り付ける人物画像を決定することとなろう。
【００１３】
　人物画像決定手段は，人物画像に含まれている人物ごとに多数の人物画像を複数の人物
画像グループにグループ分けする第１の人物画像グルーピング手段を備えてもよい。この
場合，第１の人物画像グルーピング手段においてグループ分けされた人物画像グループの



(7) JP 5883837 B2 2016.3.15

10

20

30

40

50

うち，代表人物画像選択手段によって選択された代表サムネイル人物画像が代表する人物
画像グループに含まれる人物画像の中から決定するものとなろう。
【００１４】
　撮像時系列順にしたがって多数の人物画像を多数のグループに分ける撮像時系列グルー
ピング手段，および上記撮像時系列グルーピング手段によって分けられた多数のグループ
を，撮像時が古いほど前のページとなるように電子アルバムのページと対応付ける対応付
け手段をさらに備えてもよい。この場合，人物画像決定手段は，たとえば，画像貼付領域
選択手段によって選択された画像貼付領域が存在するページに対応付けられているグルー
プに含まれ，かつ代表人物画像選択手段によって選択された代表人物画像が代表する人物
画像の中から，画像貼付領域選択手段によって選択された画像貼付領域に貼り付ける人物
画像を決定するものとなろう。
【００１５】
　人物画像決定手段は，たとえば，異なる画像貼付領域には異なる人物画像が貼り付けら
れるように人物画像を決定するものである。
【００１６】
　人物画像決定手段による決定ができなかった場合に，その旨を報知する報知手段をさら
に備えてもよい。
【００１７】
　代表人物画像が表わす人物が含まれている人物画像の数を算出する人物画像数算出手段
をさらに備えてもよい。この場合，代表人物画像表示制御手段は，たとえば，人物画像数
算出手段によって算出された人物画像の数を，対応する代表人物画像に関連づけて表示画
面に表示するものとなろう。
【００１８】
　代表人物画像表示制御手段は，たとえば，人物画像の数の多い順に代表人物画像を表示
画面に表示するように表示装置を制御するものである。
【００１９】
　新たな人物画像が電子アルバム用人物画像決定装置に与えられたかどうかを判定する判
定手段をさらに備えてもよい。この場合，人物画像数算出手段は，たとえば，判定手段に
より新たな人物画像が電子アルバム用人物画像決定装置に与えられたと判定されたことに
応じて，代表人物画像によって代表される人物画像の数を算出しなおすものとなろう。
【００２０】
　代表人物画像表示制御手段は，たとえば，代表人物画像選択手段によって代表人物画像
が選択されたことに応じて，選択された代表人物画像によって代表される人物画像を表示
画面に表示するように表示装置を制御するものでもよい。
【００２１】
　代表人物画像表示制御手段は，代表人物画像選択手段によって複数種類の代表人物画像
が選択されたことに応じて，複数種類の代表人物画像によって代表される複数の人物が含
まれている人物画像を表示画面に表示するように表示装置を制御するものでもよい。
【００２２】
　代表人物画像選択手段は，たとえば，代表人物画像表示制御手段の制御のもとに表示画
面に表示されている代表人物画像のうち，表示対象とする代表人物画像および非表示対象
とする代表人物画像を選択するものであり，人物画像決定手段は，たとえば，代表人物画
像選択手段によって表示対象として選択された代表人物画像が代表する人物を含むが，非
表示対象として選択された代表人物画像を代表する人物が含まれていない人物画像を，多
数の人物画像の中から決定するものである。
【００２３】
　手動モードを設定する手動モード設定手段，および手動モード設定手段によって手動モ
ードが設定されたことに応じて，多数の画像の人物画像のうち，代表人物画像選択手段に
よって選択された代表人物画像が代表する人物を含む人物画像を表示画面に表示するすよ
うに表示装置を制御する人物画像表示制御手段をさらに備えるようにしてもよい。
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【００２４】
　多数の人物画像のうち，代表人物画像選択手段によって選択された代表人物画像が代表
する人物を含む人物画像を見つける人物画像検出手段をさらに備えてもよい。この場合，
人物画像表示制御手段は，たとえば，人物画像検出手段によって見つけられた人物画像を
表示画面に表示するように表示装置を制御するものとなろう。
【００２５】
　人物画像に含まれている人物ごとに多数の人物画像を複数の人物画像グループにグルー
プ分けする第２の人物画像グルーピング手段をさらに備えてもよい。この場合，人物画像
表示制御手段は，第２の人物画像グルーピング手段においてグループ分けされた人物画像
グループのうち，代表人物画像選択手段によって選択された代表人物画像が代表する人物
画像グループに含まれる人物画像を表示画面に表示するように表示装置を制御するものと
なろう。
【００２６】
　人物画像表示制御手段の制御のもとに上記表示画面に表示されている人物画像のうち，
画像貼付領域選択手段によって選択された画像貼付領域に貼り付ける人物画像を指定する
人物画像指定手段をさらに備えてもよい。
【００２７】
　人物画像指定手段によって指定された人物画像を，画像貼付領域選択手段において選択
された画像貼付領域に貼り付けて電子アルバムを生成する電子アルバム生成手段をさらに
備えてもよい。
【００２８】
　人物画像に含まれている人物ごとに多数の人物画像を複数の人物画像グループにグルー
プ分けする第３の人物画像グルーピング手段，および第３の人物画像グルーピング手段に
よってグループ分けされた人物画像グループごとに，人物画像グループに含まれる人物画
像の代表人物画像を決定する代表人物画像決定手段をさらに備えてもよい。この場合，代
表人物表示制御手段は，たとえば，代表人物画像決定手段によって決定された代表人物画
像を表示画面に表示するように表示装置を制御するものとなろう。
【発明の効果】
【００２９】
　この発明によると，多数の人物画像に含まれている人物を代表する代表人物画像が表示
画面に表示される。表示されている代表人物画像のうち，電子アルバムの画像貼付領域に
貼り付ける人物画像の代表人物画像がユーザによって選択される。また，人物画像の貼り
付け先である画像貼付領域がユーザによって選択される。選択された代表人物画像が代表
する人物画像の中から，画像貼付領域に貼り付ける人物画像が決定されて電子アルバムが
生成される。どの人物の人物画像が画像貼付領域に貼り付けられるかはユーザによって選
択されるが，画像貼付領域に貼り付けられる具体的な人物画像は電子アルバム用人物画像
決定装置によって決定される。多数の人物画像があっても，ユーザの意図を反映した電子
アルバムが生成されるようになる。この発明によると，代表人物画像を用いて多数の人物
画像を表わすことにより，ユーザにとって画像指示操作が容易になる。したがって，１画
面に収まらない枚数，たとえば，10枚程度以上の人物画像が多数の人物画像と考えられる
。また，この発明を電子アルバムに適用する場合，電子アルバムは，４，５人程度の登場
人物の画像が，24ページ，36ページ，48ページなど複数のページに配置されるものであり
，かつ各ページに平均４，５枚の画像が配置される。このために，数十枚から数百枚程度
の人物画像が多数の人物画像（複数の人物画像）と考えられる。
【図面の簡単な説明】
【００３０】
【図１】電子アルバム生成装置の電気的構成を示すブロック図である。
【図２】電子アルバム生成装置の処理手順を示すフローチャートである。
【図３】手動モードが設定された場合の電子アルバム生成装置の処理手順を示すフローチ
ャートである。
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【図４】手動モードが設定された場合の電子アルバム生成装置の処理手順を示すフローチ
ャートである。
【図５】代表サムネイル人物画像が生成される様子を示している。
【図６】表示画面に表示される画像の一例である。
【図７】表示画面に表示される画像の一例である。
【図８】表示画面に表示される画像の一例である。
【図９】表示画面に表示される画像の一例である。
【図１０】表示画面に表示される画像の一例である。
【図１１】表示画面に表示される画像の一例である。
【図１２】自動モードが設定された場合の電子アルバム生成装置の処理手順を示すフロー
チャートである。
【図１３】自動モードが設定された場合の電子アルバム生成装置の処理手順を示すフロー
チャートである。
【図１４】撮像日時と撮像枚数との関係を示している。
【図１５】表示画面に表示される画像の一例である。
【実施例】
【００３１】
　図１は，この発明の実施例を示すもので，電子アルバム生成装置（人物画像表示制御装
置，電子アルバム用人物画像決定装置）１の電気的構成を示すブロック図である。
【００３２】
　電子アルバム生成装置１は，スーパー，コンビニエンス・ストアなどに配置されるが，
ユーザが所有しているパーソナル・コンピュータに，後述する動作プログラムをインスト
ールすることにより，電子アルバムを生成することもできる。
【００３３】
　電子アルバム生成装置１の全体の動作は，ＣＰＵ２によって統括される。
【００３４】
　電子アルバム生成装置１には，表示画面にタッチ・パネル５が形成されている表示装置
６が含まれている。タッチ・パネル５をユーザがタッチしたことを示す信号は，ＣＰＵ２
に入力する。
【００３５】
　また，電子アルバム生成装置１には，キーボード，マウスなどを含む入力装置９，デー
タ等を一時的に記憶するメモリ10も含まれている。さらに，電子アルバム生成装置１には
，ハードディスク12，このハードディスク12にアクセスするためのハードディスク・ドラ
イブ11およびサーバ等とインターネットを介して通信するための通信装置13も含まれてい
る。
【００３６】
　後述する動作プログラムが格納されているCD-ROM（コンパクト・ディスク-リード・オ
ンリ・メモリ）（記録媒体）７がCD-ROMドライブ８に装填されると，CD-ROM７に格納され
ている動作プログラムが読み取られ，読み取られた動作プログラムが電子アルバム生成装
置１にインストールされる。もっとも，通信装置13によって動作プログラムをダウンロー
ドし，ダウンロードした動作プログラムが電子アルバム生成装置１にインストールされる
ようにしてもよい。
【００３７】
　電子アルバムに貼り付ける（合成する）多数の人物画像（人物が含まれている画像）を
表わす人物画像ファイルが格納されているメモリ・カード３がメモリ・カード・リーダ４
に装填されると，メモリ・カード・リーダ４によってメモリ・カード３から多数の画像フ
ァイルが読み取られる。読み取られた多数の画像ファイルは，メモリ10に一時的に記憶さ
れる。
【００３８】
　図２は，電子アルバム生成装置１の処理手順の一部を示すフローチャートである。
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【００３９】
　多数の人物画像ファイル（多数の人物画像ファイルとは，一般的には１画面に収まりき
らない，数十枚以上の人物画像であり，電子アルバムを生成するのに必要と考えられる枚
数以上の人物画像を表わすファイルである。）が格納されているメモリ・カード３がユー
ザによってメモリ・カード・リーダ４に装填される。すると，メモリ・カード３に格納さ
れている多数の人物画像ファイルがメモリ・カード・リーダ４によって読み取られ，メモ
リ10に一時的に記憶される（ステップ21）。図５に示すように，画像グループＧに含まれ
る多数の人物画像ＰＡ，ＰＢ，ＰＣ，ＰＤを表わす多数の画像ファイルがメモリ10に記憶
されることとなる。この実施例において，ＰＡ，ＰＢ，ＰＣ，およびＰＤは，それぞれ，
「Ａさん」，「Ｂさん」，「Ｃさん」，および「Ｄさん」という人物が含まれている人物
画像を表わしている。それぞれの人物画像ＰＡ，ＰＢ，ＰＣおよびＰＤは，それぞれの人
物が単独で写っているものでもよいし，それぞれの人物以外の人物が写っているものでも
よい。
【００４０】
　多数の人物画像ファイルによって表わされる多数の人物画像のそれぞれについて，ＣＰ
Ｕ２によって人物認識処理が行われ，人物判定が行われる（ステップ22）。これらの処理
によって，それぞれの人物画像に含まれる人物が認識され，同一人物か異なる人物かが分
る。すると，人物画像が，人物ごとにグループ分けされる（ステップ23）。
【００４１】
　図５を参照して，グループ分けされることにより，「Ａさん」が含まれている人物画像
ＰＡの人物画像グループＧＡ，「Ｂさん」が含まれている人物画像ＰＢの人物画像グルー
プＧＢ，「Ｃさん」が含まれている人物画像ＰＣの人物画像グループＧＣ，「Ｄさん」が
含まれている人物画像ＧＤの人物画像グループＧＤにグループ分けされる。（第１の人物
画像グルーピング手段，第２の人物画像グルーピング手段，第３の人物画像グルーピング
手段）
【００４２】
　人物画像が人物ごとにグループ分けされると，それぞれの人物画像グループに含まれて
いる人物画像の数がカウントされる（ステップ24）。たとえば，人物画像グループＧＡに
は「Ａさん」が含まれている人物画像が243あり，人物画像グループＧＢには「Ｂさん」
が含まれている人物画像が211あり，人物画像グループＧＣには「Ｃさん」が含まれてい
る人物画像が167あり，人物画像グループＧＤには「Ｄさん」が含まれている人物画像が8
7あり，というように，人物画像数がカウントされる（人物画像数算出手段）。
【００４３】
　つづいて，人物画像グループごとに，それぞれの人物画像グループに含まれる人物画像
の人物を代表する代表サムネイル人物画像が生成される（ステップ25）。図５に示すよう
に，「Ａさん」の人物画像グループＧＡ，「Ｂさん」の人物画像グループＧＢ，「Ｃさん
」の人物画像グループＧＣ，および「Ｄさん」の人物画像グループＧＤについては，それ
ぞれ代表サムネイル人物画像ＲＡ，ＲＢ，ＲＣ，およびＲＤが生成される。代表サムネイ
ル人物画像は，それぞれの人物画像グループに含まれる人物画像のうち，単独の人物が写
っている人物画像のサムネイル画像となる（代表人物画像決定手段）。もっとも，必ずし
もサムネイル画像でなくともよく，人物画像そのものでもよい。また，人物画像の中から
顔画像を検出し，検出された顔画像またはそのサムネイル顔画像を代表サムネイル人物画
像（代表人物画像）としてもよい。
【００４４】
　すると，表示装置６の表示画面には，手動モードと自動モードとのいずれかを選択する
モード設定画面が表示される（ステップ26）（手動モード設定手段，自動モード設定手段
）。手動モードは，電子アルバムに貼り付ける人物画像をユーザが確認しながら選択する
モードである。自動モードは，電子アルバムに貼り付ける人物画像の人物についてはユー
ザが決定するが，具体的に電子アルバムに貼り付ける人物画像は電子アルバム生成装置１
のＣＰＵ１が決定するものである。まず，手動モードが設定されたものとする。
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【００４５】
　図３および図４は，手動モードにおける電子アルバム生成装置１の処理手順を示すフロ
ーチャートである。図６から図10は，表示装置６の表示画面に表示される画像の一例であ
る。
【００４６】
　ユーザによって手動モードが設定されると，表示装置６の表示画面には，図６に示すレ
イアウト選択画面が表示される（ステップ31）。
【００４７】
　図６を参照して，表示画面50に表示されるレイアウト選択画面のほぼ全体にはレイアウ
ト表示領域52が形成されている。このレイアウト表示領域52には，複数のレイアウト画像
71，72および73が表示されている。これらのレイアウト画像71，72，73は，電子アルバム
を構成するページのレイアウトの一例を示すものである。レイアウト表示領域52の右下に
は「レイアウト終了」の文字が表示されているレイアウト終了指令領域74が形成されてい
る。レイアウト選択画面の左側にはページ画像表示領域51が形成されている。このページ
画像表示領域51には，選択されたレイアウトをもつ電子アルバムのページ画像が表示され
る。第１ページのページ画像61および第２ページのページ画像62が表示されている。ペー
ジ画像62の下には，ページ予定領域63が破線で示されている。これらのページ画像61，62
の下には「ページ追加」の文字が表示されている追加指令領域64が形成されている。
【００４８】
　ページ追加指令領域64が，マウスによってクリック（またタッチ・パネル５をタッチ）
されると，ページ画像表示領域51にページ予定領域がページ順に表示される。たとえば，
最初は第１ページ用のページ予定領域がページ画像表示領域51に表示される。所望のレイ
アウト画像が，ページ予定領域にドラッグ・アンド・ドロップされると，そのページ予定
領域が示すページのレイアウトとなる（レイアウトの選択：ステップ32）。電子アルバム
のすべてのページのレイアウト選択が終了すると，ユーザによってレイアウト終了指令領
域74がクリックされる。するとレイアウト選択処理が終了となる（ステップ33）。
【００４９】
　すると，表示画面50にはフレーム指定画面が表示される（ステップ34）（画像貼付領域
選択手段）。
【００５０】
　図７は，フレーム指定画面の一例である。
【００５１】
　フレーム指定画面の左側には，電子アルバムを構成する各ページのレイアウト画像（図
７ではレイアウト画像71）が表示される。レイアウト画像の下には，「前ページへ」の文
字が付されている前ページ表示指令領域75および「次ページへ」の文字が付されている次
ページ表示指令領域76が形成されている。前ページ表示指令領域75がユーザによってクリ
ックされると，表示されているレイアウト画像の前ページのレイアウト画像が表示画面50
に表示される。次ページ表示指令領域76がユーザによってクリックされると，表示されて
いるレイアウト画像の次ページのレイアウト画像が表示画面50に表示される。レイアウト
画像71の中には人物画像が貼り付けられるフレーム（画像貼付領域）81，82および83が含
まれている。
【００５２】
　フレーム指定画面の右側の上部には，代表サムネイル人物画像表示領域77が形成されて
いる（代表人物画像表示制御手段）。この代表サムネイル人物画像表示領域77に，上述の
ようにして生成（決定）された（複数の）代表サムネイル人物画像ＲＡ，ＲＢ，ＲＣおよ
びＲＤが表示されている。また，これらの代表サムネイル人物画像ＲＡ，ＲＢ，ＲＣおよ
びＲＤのそれぞれの下に関連づけられて，代表サムネイル人物画像ＲＡ，ＲＢ，ＲＣおよ
びＲＤが代表する人物を含む人物画像の数が表示されている。代表サムネイル人物画像Ｒ
Ａ，ＲＢ，ＲＣおよびＲＤは，人物画像の数の多い順に表示画面50に表示されている。
【００５３】
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　フレーム指定画面の右側の下部には，表示対象となる人物画像を表示させる指令を電子
アルバム生成装置１に与える表示対象人物画像指令領域78が形成されている（代表人物画
像選択手段）。この表示対象画像指令領域78には，電子アルバムに貼り付ける人物画像の
条件が表示されている。図７に示す例では，領域78ａと領域78ｂとがアンド記号で結ばれ
ており，かつ領域78ｂと領域78ｃとがマイナス記号で結ばれている演算式となっている。
これらの領域78ａ，78ｂ，78ｃのそれぞれの領域に代表サムネイル人物画像表示領域77に
表示されている代表サムネイル人物画像がドラッグ・アンド・ドロップされると（人物画
像指定手段），演算式に該当する人物画像がＣＰＵ２によって見つけられ，その数が表示
される。図７に示す例では，領域78ａには代表サムネイル人物画像ＲＡがドラッグ・アン
ド・ドロップされ，領域78ｂには代表サムネイル人物画像ＲＤがドラッグ・アンド・ドロ
ップされ，領域78ｃには代表サムネイル人物画像ＲＢがドラッグ・アンド・ドロップされ
ている。これより，代表サムネイル人物画像ＲＡで代表される人物「Ａさん」および代表
サムネイル人物画像ＲＤで代表される人物「Ｄさん」の両方を含むが，代表サムネイル人
物画像ＲＢで代表される人物「Ｂさん」が含まれていない人物画像が見つけられることと
なる（人物画像検出手段）。その見つけられた結果の人物画像の数が演算式につづいて表
示されている（この例では18個の画像）。フレーム指定画面の右下には「一覧表示」の文
字が付されている一覧表示指令領域79Ａが形成されている。一覧表示指令領域79Ａがユー
ザによってクリックされると，演算式にもとづいて見つけられた人物画像が表示画面50に
表示されるようになる（人物画像表示制御手段）。手動モードのときには，一覧表示指令
領域79Ａが表示されるが後述する自動モードのときには，一覧表示指令領域79Ａが表示さ
れずに「自動決定」の文字がされている自動決定指令領域79Ｂが表示される。
【００５４】
　図８は，フレーム指定画面の他の一例である。図８において，図７に示すものと同一物
については同一符号を付して説明を省略する。
【００５５】
　フレーム指定画面の右側下部には，表示対象人物画像指令領域88が形成されている。こ
の領域88内には，領域91から94が形成されている。領域91および92につづいて「を表示対
象とする」の文字が付されており，領域93および94につづいて「を非表示対象とする」の
文字が付されている。これらの領域91から94に，代表サムネイル人物画像がドラッグ・ア
ンド・ドロップすることにより，表示対象人物画像指令領域88の条件に合致した人物画像
が表示画面50に表示されるようになる。たとえば，領域91，92，93および94のそれぞれに
代表サムネイル人物像ＲＡ，ＲＢ，ＲＣおよびＲＤがドラッグ・アンド・ドロップされた
とすると，代表サムネイル人物画像ＲＡで代表される「Ａさん」および代表サムネイル人
物画像ＲＢで代表される「Ｂさん」を含むが，代表サムネイル人物画像ＲＣで代表される
「Ｃさん」および代表サムネイル人物画像ＲＤで代表される「Ｄさん」が含まれない人物
画像がＣＰＵ２によって見つけられ，一覧表示指令領域79Ａがクリックされることにより
，見つけられた人物画像が表示画面50に表示されるようになる。
【００５６】
　図９は，フレーム指定画面の他の一例である。図９において，図７に示すものと同一物
については同一符号を付して説明を省略する。
【００５７】
　図９に示すフレーム指定画面には，表示対象人物画像指令領域が形成されていない。代
表サムネイル人物画像表示領域77に含まれている代表サムネイル人物画像ＲＡ，ＲＢ，Ｒ
ＣおよびＲＤのうち，所望の代表サムネイル人物画像が，レイアウト画像71の所望のフレ
ームにドラッグ・アンド・ドロップされる。一覧表示指令領域70がクリックされると，ド
ラッグ・アンド・ドロップされた代表サムネイル人物画像が代表する人物の人物画像が一
覧表示される。ドラッグ・アンド・ドロップされる代表サムネイル人物画像は一つに限ら
ず，複数でもよい。複数の場合には，それらの複数の代表サムネイル人物画像が代表する
複数の人物がいずれも写っている人物画像が見つけられて一覧で表示されることとなる。
【００５８】
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　また，代表サムネイル人物画像は必ずしもドラッグ・アンド・ドロップされなくともよ
い。所望のフレームがユーザによって指定された後，代表サムネイル人物画像表示領域77
に表示されている代表サムネイル人物画像のうち所望の一または複数の代表サムネイル人
物画像が選択（クリック）されるようにしてもよい。その場合も，一覧表示指令領域79Ａ
がクリックされることにより，選択された代表サムネイル人物画像が代表する人物を含む
人物画像が見つけられ，表示画面50に表示される。
【００５９】
　フレーム指定画面が表示されると，ユーザによって所望のレイアウト画像が表示画面50
に表示させられる。表示されているレイアウト画像に含まれるフレーム上にカーソル80が
動かされ，クリックされることにより，人物画像を貼り付ける対象となるフレームが指定
されることとなる。図７または図８に示す例では，レイアウト画像71のフレーム81上にカ
ーソル80が位置決めされているから，クリックされると人物画像はＣＰＵ２によってフレ
ーム81に貼り付けられるようになる。また，上述のように，表示対象人物画像指令領域78
，88等に所望の代表サムネイル人物画像がユーザによってドラッグ・アンド・ドロップさ
れる（ステップ34）。一覧表示指令領域39がクリックされると（ステップ36でＹＥＳ），
表示対象人物画像例領域78，88等で指定された条件に合致した人物画像がＣＰＵ２によっ
て見つけられ（ステップ37），見つけられた人物画像が表示画面50に表示される（ステッ
プ38）。
【００６０】
　図10を参照して，一覧表示指令領域39がクリックされると，表示画面50には，人物画像
一覧表示領域100が現れる。人物画像一覧表示領域100には，表示対象人物画像指令領域78
，88等で指定された条件に合致した人物画像Ｐが表示されている。人物画像一覧表示領域
100の上部にはスライド・バー101が形成されている。人物画像一覧表示領域100に人物画
像Ｐのすべてを表示できない場合には，スライド・バー101がスライドさせられることに
より，新たな人物画像が表示領域100に表示されるようになる。
【００６１】
　ユーザは，人物画像一覧表示領域100に表示されている人物画像Ｐの中から所望の人物
画像Ｐを，指定したフレーム（フレーム81）上にドラッグ・アンド・ドロップする（ステ
ップ39）。すると，図11に示すように，ドラッグ・アンド・ドロップされた人物画像Ｐが
，指定したフレーム81に貼り付けられる（ステップ40）。
【００６２】
　多数の人物画像の中から所望の人物を含む人物画像をユーザが比較的簡単に指定できる
ようになる。
【００６３】
　表示画面の右下には「戻る」の文字が付されている戻る指令領域85および「完成」の文
字が付されている完成指令領域86が形成されている。戻る指令領域85がユーザによってク
リックされると，一つ前の画面に戻る。完成指令領域86がユーザによってクリックされる
と，電子アルバムが完成する（電子アルバム生成手段）。
【００６４】
　電子アルバム生成装置に新たなメモリ・カードが装填され，新たに人物画像ファイルが
メモリ・カードから読み取られると（ステップ41でＹＥＳ）（判定手段），新たに読み取
られた人物画像ファイルによって表わされる人物画像の顔認識，人物判定が行われる（ス
テップ42）。判定された人物が上述したようにグループ分けされた人物画像グループのい
ずれかのグループに属するように分類される（ステップ43）。この結果，代表サムネイル
人物画像の下に表示されている人物画像数がＣＰＵ２によって算出しなおされ，更新され
る（ステップ44）。
【００６５】
　上述の実施例では，代表人物画像が代表する人物を含む人物画像が見つけられているが
，図５を参照して説明したように，人物画像グループＧＡからＧＤが生成されているので
，これらの人物画像グループＧＡからＧＤを利用して，選択された代表人物画像が代表す
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る人物を含む人物画像が表示されるようにしてもよい。たとえば，図７に示すように代表
人物画像ＲＡからＲＤが表示されている場合に，代表人物画像ＲＡが選択され，かつ一覧
表示領域79Ａがクリックされると，人物画像グループＧＡに含まれている人物画像が表示
画面50の人物画像一覧表示領域100に表示されるようになる。代表人物画像ＲＡおよびＲ
Ｂが選択され，かつ一覧表示領域79Ａがクリックされると，人物画像グループＧＡに含ま
れている人物画像と人物画像グループＧＢに含まれている人物画像とのアンド処理が行わ
れ，その結果として得られる人物画像が人物画像一覧表示領域100に表示されるようにな
る。その他の代表人物画像が選択された場合，それらの選択の組み合わせが異なる場合も
同様にして，人物画像グループＧＡからＧＤを利用して，選択された代表人物画像が代表
する人物画像を一覧で表示できるようになる。
【００６６】
　図12から図15は，自動モードが設定された場合の処理についてのものである。
【００６７】
　図12および図13は，自動モードが設定された場合の電子アルバム生成装置１の処理手順
を示すフローチャートである。図３または図４に示す処理と同一の処理については同一符
号を付して説明を省略する。
【００６８】
　自動モードが設定された場合も手動モードが設定された場合と同様に，レイアウト選択
画面（図６）が表示され，レイアウト選択が行われる（ステップ31から33）。また，図７
から図９に示したようなフレーム選択画面が表示画面50に表示され，レイアウト画像に含
まれるフレーム指定等が行われる（ステップ34，35）。
【００６９】
　自動モードが設定された場合には，一覧表示指令領域79Ａは表示されずに自動決定領域
79Ｂが表示される（図７から図９参照）。ユーザによって自動決定領域79Ｂがクリックさ
れると，撮像時系列にしたがって多数の人物画像がグループ分けさせられる（ステップ13
）。
【００７０】
　図14は，人物画像が撮像時系列にしたがってグループ分けされた様子を示している。
【００７１】
　図14において横軸は撮像日時を示し，縦軸は撮像枚数を示している。
【００７２】
　電子アルバムのページ数と同じ数のグループとなるように撮像時系列にしたがって人物
画像がグループ分けされる（ステップ112）。電子アルバムのページ数は，上述のように
レイアウトを選択する処理において決定される。電子アルバムの頁数があらかじめ決定さ
れている場合にはそのページ数となるように撮像時系列にしたがって人物画像がＣＰＵ２
によってグループ分けされる（撮像時系列グルーピング手段）。
【００７３】
　電子アルバムのページ数は５ページであったものとする。すると，そのページ数に対応
するように，撮像時系列にしたがって人物画像が５つのグループＧ１からＧ５に分けられ
る。撮像日時は，ｔ１，ｔ２，ｔ３，ｔ４およびｔ５の順に新しくなっている。撮像時が
古いほど前のページとなるようにグループと電子アルバムのページとが対応付けられてい
る（対応付け手段）。これらのグループＧ１からＧ５のそれぞれには，異なる人物の撮像
画像が含まれている。たとえば，グループＧ１であれば，人物画像ＰＡ，ＰＢおよびＰＣ
が含まれていることを示している。他のグループＧ２からＧ５についても同様である。
【００７４】
　撮像時系列にしたがったグループに分けられると，撮像グループに対応するページのフ
レームに，指定された代表画像が表わす人物の人物画像が，貼り付けられる（ステップ41
）。たとえば，図７に示す状態で自動決定領域79Ｂがクリックされたものとする。また，
レイアウト画像71は電子アルバムの３ページ目のものであったとする。電子アルバムの３
ページ目は，図14に示すグループＧ３に対応するから，グループＧ３に含まれている人物
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画像のうち，表示対象人物画像指令領域78で指定された条件に合致する人物画像がＣＰＵ
２によって自動的に見つけられる。人物画像に含まれている人物の顔が大きいほど評価を
高くし，ぶれたりぼけたりしている人物画像については評価を低くし，評価の最も高い人
物画像を見つけることとなる（人物画像決定手段）。見つけられた人物画像が指定された
フレーム81に貼り付けられることとなる（ステップ113）。その他のフレーム82，83，他
のページのフレームについても同様である。人物画像がフレームに貼り付けられると，代
表サムネイル人物画像の下に表示されている画像数のうち，貼り付けられた人物画像に対
応する画像数がデクレメントされる。ＣＰＵ２は，あるフレームに貼り付けられた人物画
像と同じ人物画像が異なるフレームに貼り付けられないように人物画像を決定するのはい
うまでもない。また，指定された条件に対応する人物画像が無い場合には，他の人物画像
を貼り付け，ＣＰＵ２によって，「該当する人物がいませんでした」という警告表示が行
われるようにしてもよい。（報知手段）
【００７５】
　このようにしてＣＰＵ２によって自動的に決定された人物画像がフレームに貼り付けら
れ，ＣＰＵ２によって図15に示すように電子アルバムが生成される。
【符号の説明】
【００７６】
１　電子アルバム生成装置（人物画像表示制御装置，電子アルバム用人物画像決定装置）
２　ＣＰＵ
６　表示装置
７　ＣＤ－ＲＯＭ（プログラムを格納した記録媒体）

【図１】 【図２】
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【図９】

【図１０】

【図１１】 【図１２】
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