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(57)【要約】
【課題】画像中の顔とボイスメモやテキスト情報などの
任意に入力された情報とを簡単に関連づけることのでき
る技術を低コストで提供する。
【解決手段】画像データから検出された顔領域のうち、
選択された顔領域と入力されたボイスメモとを対応づけ
て記録する。これらの情報の対応づけは、次のようにす
る。例えば、画像ファイルの非画像部における顔情報の
格納アドレス・顔の識別番号・顔領域の位置とボイスメ
モのファイル名とを対応づけたテーブルを作成する。次
に、画像ファイルの非画像部分に、該テーブルおよびボ
イスメモの音声ファイルを記録する。あるいは、画像フ
ァイルとは独立した別の音声ファイルを、記録メディア
７６に記録しておく。かつ、各音声ファイルのファイル
名の一部に、顔領域の識別番号（顔番号）を付与する。
【選択図】　図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　画像を入力する画像入力部と、
　前記画像入力部に入力された画像から、人物の顔領域を検出する顔検出部と、
　前記顔検出部の検出した顔領域から、所望の音声メモを関連づけるべき所望の顔領域を
選択する記録用顔選択部と、
　前記記録用顔選択部の選択した顔領域に対し、所望の音声メモを関連づけて記録する記
録部と、
　前記記録部が音声メモを関連づけた顔領域のうち、所望の顔領域を選択する再生用顔選
択部と、
　前記再生用顔選択部の選択した顔領域に関連づけられた音声メモを再生する再生部と、
　を備える情報処理装置。
【請求項２】
　画像を入力する画像入力部と、
　前記画像入力部に入力された画像から、人物の顔領域を検出する顔検出部と、
　前記顔検出部の検出した顔領域から、所望の付帯情報を関連づけるべき顔領域を選択す
る記録用顔選択部と、
　所望の付帯情報を入力する付帯情報入力部と、
　前記記録用顔選択部の選択した顔領域に対し、前記付帯情報入力部に入力された付帯情
報を関連づけて記録する記録部と、
　前記記録部が付帯情報を関連づけた顔領域のうち、所望の顔領域を選択する表示用顔選
択部と、
　前記表示用顔選択部の選択した顔領域に関連づけられた付帯情報を、前記選択された顔
領域の位置に応じた位置に合成して表示する表示部と、
　を備える情報処理装置。
【請求項３】
　画像を入力する画像入力部と、
　前記画像入力部に入力された画像中の顔領域を特定する情報を含む顔情報を入力する顔
情報入力部と、
　前記顔情報入力部に入力された顔情報と関連づけられたアドレス情報を読み出すアドレ
ス情報読出部と、
　前記画像入力部に入力された画像を、前記顔情報に前記アドレス情報が関連づけられた
旨を示す映像とともに表示する表示部と、
　前記アドレス情報で指定される送信先に、前記画像入力部に入力された画像を送信する
送信部と、
　を備える情報処理装置。
【請求項４】
　画像を入力する画像入力部と、
　前記画像入力部に入力された画像中の顔領域を特定する情報を含む顔情報を入力する顔
情報入力部と、
　前記画像顔情報入力部に入力された顔情報と関連づけられた個人情報を読み出す個人情
報読出部と、
　所望の顔情報を検索するための検索情報を入力する検索情報入力部と、
　前記検索情報入力部に入力された検索情報と、前記個人情報読出部の読み出した個人情
報とを照合することにより、前記検索情報に一致する個人情報および前記検索情報に一致
する個人情報に対応づけられた顔情報を検索する検索部と、
　前記検索部の検索した個人情報および顔情報を一覧表示する情報を作成する一覧情報作
成部と、
　を備える情報処理装置。
【請求項５】
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　画像を入力する画像入力部と、
　前記画像入力部に入力された画像中の顔領域を特定する情報を含む顔情報を入力する顔
情報入力部と、
　所望の付帯情報を入力する付帯情報入力部と、
　前記顔情報入力部に入力された顔情報に基づき、前記画像入力部に入力された画像中の
顔領域から、所望の顔領域を選択する顔選択部と、
　前記付帯情報入力部に入力された付帯情報のうち、前記顔選択部の選択した顔領域に対
応づけるべき付帯情報を選択する付帯情報選択部と、
　前記顔選択部の選択した顔領域に対し、前記付帯情報選択部の選択した付帯情報を関連
づけて記録する記録部と、
　を備える情報処理装置。
【請求項６】
　画像を入力するステップと、
　入力された画像から、人物の顔領域を検出するステップと、
　検出した顔領域から、所望の音声メモを関連づけるべき所望の顔領域を選択するステッ
プと、
　選択した顔領域に対し、所望の音声メモを関連づけて記録するステップと、
　音声メモを関連づけた顔領域のうち、所望の顔領域を選択するステップと、
　選択した顔領域に関連づけられた音声メモを再生するステップと、
　を備える情報処理方法。
【請求項７】
　画像を入力するステップと、
　前記画像入力部に入力された画像から、人物の顔領域を検出するステップと、
　検出した顔領域から、所望の付帯情報を関連づけるべき顔領域を選択するステップと、
　所望の付帯情報を入力するステップと、
　選択した顔領域に対し、前記付帯情報入力部に入力された付帯情報を関連づけて記録す
るステップと、
　付帯情報を関連づけた顔領域のうち、所望の顔領域を選択するステップと、
　選択した顔領域に関連づけられた付帯情報を、前記選択された顔領域の位置に応じた位
置に合成して表示するステップと、
　を備える情報処理方法。
【請求項８】
　画像を入力するステップと、
　前記画像入力部に入力された画像中の顔領域を特定する情報を含む顔情報を入力するス
テップと、
　入力された顔情報と関連づけられたアドレス情報を読み出すステップと、
　入力された画像を、前記顔情報に前記アドレス情報が関連づけられた旨を示す映像とと
もに表示するステップと、
　前記アドレス情報で指定される送信先に、前記画像入力部に入力された画像を送信する
ステップと、
　を備える情報処理方法。
【請求項９】
　画像を入力するステップと、
　前記画像入力部に入力された画像中の顔領域を特定する情報を含む顔情報を入力するス
テップと、
　入力された顔情報と関連づけられた個人情報を読み出すステップと、
　所望の顔情報を検索するための検索情報を入力するステップと、
　入力された検索情報と、読み出した個人情報とを照合することにより、前記検索情報に
一致する個人情報および前記検索情報に一致する個人情報に対応づけられた顔情報を検索
するステップと、
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　検索した個人情報および顔情報を一覧表示する情報を作成するステップと、
　を備える情報処理方法。
【請求項１０】
　画像を入力するステップと、
　入力された画像中の顔領域を特定する情報を含む顔情報を入力するステップと、
　所望の付帯情報を入力するステップと、
　入力された顔情報に基づき、入力された画像中の顔領域から、所望の顔領域を選択する
ステップと、
　入力された付帯情報のうち、選択した顔領域に対応づけるべき付帯情報を選択するステ
ップと、
　選択した顔領域に対し、選択した付帯情報を関連づけて記録するステップと、
　を備える情報処理方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は画像に関連する情報の記録に関する。
【背景技術】
【０００２】
　特許文献１では、音声認識した辞書を持ち、注釈として入力された音声認識を行ってテ
キストデータに変換し、画像と関連づける。
【０００３】
　特許文献２では、音声認識の認識率を上げるために顔抽出を行い、さらに顔の類似度を
判別する画像比較手段を追加している。
【０００４】
　特許文献３では、監視カメラで情報を収集する際に、対象物を検出して対象物である人
間の存在を感知したら、同時に音声も記録してデータベース化する。
【特許文献１】特開２０００－３０１８９４号公報
【特許文献２】特開平１１－２８２４９２号公報
【特許文献３】特開２００３－２７４３８８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　特許文献１～３では、無作為にデータを収集することはできるが、特定の人物の特定の
メモのように人物ごとに意味を持った音声や情報を関連づけられるものではない。
【０００６】
　本発明は、画像中の顔とボイスメモやテキスト情報などの任意に入力された情報とを簡
単に関連づけることのできる技術を低コストで提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明に係る情報処理装置は、画像を入力する画像入力部と、画像入力部に入力された
画像から、人物の顔領域を検出する顔検出部と、顔検出部の検出した顔領域から、所望の
音声メモを関連づけるべき所望の顔領域を選択する記録用顔選択部と、記録用顔選択部の
選択した顔領域に対し、所望の音声メモを関連づけて記録する記録部と、記録部が音声メ
モを関連づけた顔領域のうち、所望の顔領域を選択する再生用顔選択部と、再生用顔選択
部の選択した顔領域に関連づけられた音声メモを再生する再生部と、を備える。
【０００８】
　この発明によると、画像中の所望の顔に所望の音声メモを関連づけで記録し、かつ所望
の顔に関連づけられた音声メモを再生することができる。
【０００９】
　本発明に係る情報処理装置は、画像を入力する画像入力部と、画像入力部に入力された
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画像から、人物の顔領域を検出する顔検出部と、顔検出部の検出した顔領域から、所望の
付帯情報を関連づけるべき顔領域を選択する記録用顔選択部と、所望の付帯情報を入力す
る付帯情報入力部と、記録用顔選択部の選択した顔領域に対し、付帯情報入力部に入力さ
れた付帯情報を関連づけて記録する記録部と、記録部が付帯情報を関連づけた顔領域のう
ち、所望の顔領域を選択する表示用顔選択部と、表示用顔選択部の選択した顔領域に関連
づけられた付帯情報を、選択された顔領域の位置に応じた位置に合成して表示する表示部
と、を備える。
【００１０】
　この発明によると、所望の顔に対応づけてテキスト情報を記録し、かつ所望の顔に対応
づけられたテキスト情報を、その顔の位置に応じた位置に表示させることができる。
【００１１】
　本発明に係る情報処理装置は、画像を入力する画像入力部と、画像入力部に入力された
画像中の顔領域を特定する情報を含む顔情報を入力する顔情報入力部と、顔情報入力部に
入力された顔情報と関連づけられたアドレス情報を読み出すアドレス情報読出部と、画像
入力部に入力された画像を、顔情報にアドレス情報が関連づけられた旨を示す映像ととも
に表示する表示部と、アドレス情報で指定される送信先に、画像入力部に入力された画像
を送信する送信部と、を備える。
【００１２】
　この発明によると、顔と関連づけられたアドレス情報を元に、その顔の写っている画像
を送信するという動作を自動的に実行することができる。
【００１３】
　本発明に係る情報処理装置は、画像を入力する画像入力部と、画像入力部に入力された
画像中の顔領域を特定する情報を含む顔情報を入力する顔情報入力部と、画像顔情報入力
部に入力された顔情報と関連づけられた個人情報を読み出す個人情報読出部と、所望の顔
情報を検索するための検索情報を入力する検索情報入力部と、検索情報入力部に入力され
た検索情報と、個人情報読出部の読み出した個人情報とを照合することにより、検索情報
に一致する個人情報および検索情報に一致する個人情報に対応づけられた顔情報を検索す
る検索部と、検索部の検索した個人情報および顔情報を一覧表示する情報を作成する一覧
情報作成部と、を備える。
【００１４】
　この発明によると、特定の個人情報が対応づけられた顔の検索が容易であり、また、一
覧情報に基づいて住所録の自動作成ができる。
【００１５】
　本発明に係る情報処理装置は、画像を入力する画像入力部と、画像入力部に入力された
画像中の顔領域を特定する情報を含む顔情報を入力する顔情報入力部と、所望の付帯情報
を入力する付帯情報入力部と、顔情報入力部に入力された顔情報に基づき、画像入力部に
入力された画像中の顔領域から、所望の顔領域を選択する顔選択部と、付帯情報入力部に
入力された付帯情報のうち、顔選択部の選択した顔領域に対応づけるべき付帯情報を選択
する付帯情報選択部と、顔選択部の選択した顔領域に対し、付帯情報選択部の選択した付
帯情報を関連づけて記録する記録部と、を備える。
【００１６】
　この発明によると、顔の主のメールアドレスなどの付帯情報の関連づけと記録が容易に
行える。
【００１７】
　本発明に係る情報処理方法は、画像を入力するステップと、入力された画像から、人物
の顔領域を検出するステップと、検出した顔領域から、所望の音声メモを関連づけるべき
所望の顔領域を選択するステップと、選択した顔領域に対し、所望の音声メモを関連づけ
て記録するステップと、音声メモを関連づけた顔領域のうち、所望の顔領域を選択するス
テップと、選択した顔領域に関連づけられた音声メモを再生するステップと、を備える。
【００１８】
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　本発明に係る情報処理方法は、画像を入力するステップと、画像入力部に入力された画
像から、人物の顔領域を検出するステップと、検出した顔領域から、所望の付帯情報を関
連づけるべき顔領域を選択するステップと、所望の付帯情報を入力するステップと、選択
した顔領域に対し、付帯情報入力部に入力された付帯情報を関連づけて記録するステップ
と、付帯情報を関連づけた顔領域のうち、所望の顔領域を選択するステップと、
　選択した顔領域に関連づけられた付帯情報を、選択された顔領域の位置に応じた位置に
合成して表示するステップと、を備える。
【００１９】
　本発明に係る情報処理方法は、画像を入力するステップと、画像入力部に入力された画
像中の顔領域を特定する情報を含む顔情報を入力するステップと、入力された顔情報と関
連づけられたアドレス情報を読み出すステップと、入力された画像を、顔情報にアドレス
情報が関連づけられた旨を示す映像とともに表示するステップと、アドレス情報で指定さ
れる送信先に、画像入力部に入力された画像を送信するステップと、を備える。
【００２０】
　本発明に係る情報処理方法は、画像を入力するステップと、画像入力部に入力された画
像中の顔領域を特定する情報を含む顔情報を入力するステップと、入力された顔情報と関
連づけられた個人情報を読み出すステップと、所望の顔情報を検索するための検索情報を
入力するステップと、入力された検索情報と、読み出した個人情報とを照合することによ
り、検索情報に一致する個人情報および検索情報に一致する個人情報に対応づけられた顔
情報を検索するステップと、検索した個人情報および顔情報を一覧表示する情報を作成す
るステップと、を備える。
【００２１】
　本発明に係る情報処理方法は、画像を入力するステップと、入力された画像中の顔領域
を特定する情報を含む顔情報を入力するステップと、所望の付帯情報を入力するステップ
と、入力された顔情報に基づき、入力された画像中の顔領域から、所望の顔領域を選択す
るステップと、入力された付帯情報のうち、選択した顔領域に対応づけるべき付帯情報を
選択するステップと、選択した顔領域に対し、選択した付帯情報を関連づけて記録するス
テップと、を備える。
【発明の効果】
【００２２】
　本発明によると、検出された顔領域の中から所望の顔領域を選択させ、選択された画像
中の顔とボイスメモやテキスト情報などの任意に入力された情報とを簡単に関連づけるこ
とができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２３】
　以下、添付した図面を参照し本発明の好ましい実施の形態を説明する。
【００２４】
　＜第１実施形態＞
　図１は本発明の好ましい実施形態に係る情報記録装置１０のブロック図である。
【００２５】
　マイクロホン１０５は音声を集音してアナログ音声信号に変換する。
【００２６】
　アンプ（ＡＭＰ）１０６は、マイクロホン１０５から入力されたアナログ信号を増幅す
る。その増幅率は、電圧のコントロールで変化される。
【００２７】
　増幅されたアナログ音声信号はＡ／Ｄ変換部１０７に送られ、デジタル音声信号に変換
されて、記録装置７５に送られる。
【００２８】
　記録装置７５は、デジタル音声信号を所定の方式（ＭＰ３など）で圧縮し、記録メディ
ア７６に記録する。
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【００２９】
　音声再生装置１０２は、Ａ／Ｄ変換部１０７から供給されたデジタル音声データ、ある
いは記録装置７５が記録メディア７６から読み出して復元されたデジタル音声データを、
アナログ音声信号に変換して、スピーカ１０８に出力する。
【００３０】
　なお、上記の音声記録・再生動作に関わる処理ブロックをまとめて音声系で表す。
【００３１】
　画像入力部１２１は、撮像素子・アナログフロントエンド回路・画像処理回路などから
なり、被写体像を画像データに変換して顔検出部１２２に入力する。
【００３２】
　顔検出部１２２は、画像入力部１２１から入力される画像データから人物の顔部分を含
む領域である顔領域を検出する。顔領域の検出方法としては、例えば本出願人による特開
平９－１０１５７９号公報において開示された技術を適用することができる。
【００３３】
　この技術は、撮影した画像の各画素の色相が肌色の範囲に含まれるか否かを判定して肌
色領域と非肌色領域とに分割すると共に、画像中のエッジを検出して画像中の各箇所をエ
ッジ部分又は非エッジ部分に分類する。そして、肌色領域内に位置し非エッジ部分に分類
された画素からなり、かつエッジ部分と判定された画素で囲まれた領域を顔候補領域とし
て抽出し、抽出した顔候補領域が人物の顔に相当する領域かを判定し、この判定結果に基
づき顔領域として検出するものである。また、この他に、特開２００３－２０９６８３号
公報や特開２００２－１９９２２１号公報に記載される方法で顔領域を検出することもで
きる。
【００３４】
　表示装置１２３は、画像入力部１２１から入力されたデジタル画像データを、所定の映
像信号に変換した上、ＬＣＤなどの映像投影装置に出力する。
【００３５】
　なお、上記の画像入力・顔検出・表示動作に関わる処理ブロックをまとめて画像入力再
生系で表す。
【００３６】
　操作スイッチ１１３は、テンキー、十字キー、カメラスイッチなど複数の操作部材を備
えている。
【００３７】
　中央処理装置（ＣＰＵ）１１２は、操作スイッチ１１３からの入力に基づいて各回路を
統括制御する。
【００３８】
　メモリ１１０はＣＰＵ１１２の処理に必要なデータの一時的な格納を行い、ＲＯＭ１１
１はＣＰＵ１１２の実行するプログラムやファームウェアなどを継続的に記憶する不揮発
性の記憶媒体である。
【００３９】
　なお、ＣＰＵ１１２の動作に関わる処理ブロックをまとめて基幹系で表す。
【００４０】
　以下、図２のフローチャートを参照し、情報記録装置１０の実行する記録処理の流れを
説明する。図２（ａ）はメインルーチン、図２（ｂ）はボイスメモ入力サブルーチンを示
す。まず、図２（ａ）のメインルーチンを説明する。
【００４１】
　Ｓ１では、画像入力部１２１から顔検出部１２２に画像データが入力される。
【００４２】
　Ｓ２では、顔検出部１２２が入力された画像データから顔領域を検出する。検出された
顔領域は、枠で囲んで表示装置１２３に表示してもよい。例えば図３では、３つの顔領域
Ｆ１、Ｆ２、Ｆ３が検出された様子が示されている。顔検出の結果、顔領域の座標、傾き
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角度、顔の確からしさ、左右の目の座標を含む顔情報がメモリ１１０に記憶される（図４
参照）。
【００４３】
　Ｓ３では、ＣＰＵ１１２が、操作スイッチ１１３からの入力に基づいて、検出された顔
のうち、任意の顔を選択する。
【００４４】
　Ｓ４では、マイク１０５を介して、任意のボイスメモの入力を受け付けるボイスメモサ
ブルーチンを実行する。詳細は後述する。
【００４５】
　Ｓ５では、検出された顔領域の全てについてボイスメモが入力されたか否かを判断する
。全ての顔領域についてボイスメモが入力された場合はＳ６へ進む。全ての顔領域につい
てボイスメモが入力されていない場合はＳ３へ戻る。
【００４６】
　Ｓ６では、選択された顔領域と入力されたボイスメモとを対応づけて記録する。これら
の情報の対応づけは、次のようにする。
【００４７】
　例えば、図５に示すような、画像ファイルの非画像部における顔情報の格納アドレス・
顔の識別番号・顔領域の位置とボイスメモのファイル名とを対応づけたテーブルを作成す
る。次に、図６に示すような画像ファイルの非画像部分に、該テーブルおよびボイスメモ
の音声ファイルを記録する。テーブルは、画像情報の付帯情報格納領域であるタグ情報格
納部分に記録するとよい。顔に対応するボイスメモは顔の識別番号から特定されうる。
【００４８】
　あるいは、図７に示すように、画像ファイルとは独立した別の音声ファイルを、記録メ
ディア７６に記録しておく。かつ、図８に示すように、各音声ファイルのファイル名の一
部に、顔領域の識別番号（顔番号）を付与する。画像ファイルの非画像部には音声ファイ
ルを記録しない。
【００４９】
　あるいは、図９に示すように、画像ファイルの識別情報（ファイル名）および該画像フ
ァイル中の顔情報とボイスメモファイルの識別情報（ファイル名）とを対応づけたテーブ
ルそのものを、別ファイルとして記録メディア７６に記録してもよい。この場合、画像フ
ァイルの非画像部分（タグ情報格納部分）にはテーブルを記憶しなくてもよい。
【００５０】
　次に、図２（ｂ）のボイスメモ入力サブルーチンを説明する。
【００５１】
　Ｓ４－１では、ＣＰＵ１１２は、音声メモの入力開始が指示されたか否かを、操作スイ
ッチ１１３への操作に基づいて判断する。ＣＰＵ１１２は、音声メモの入力開始が指示さ
れたと判断した場合、Ａ／Ｄ変換部１０７および記録装置７５に、音声データの出力開始
を指示する。
【００５２】
　Ｓ４－２では、Ａ／Ｄ変換部１０７は、ＣＰＵ１１２からの指示に応じ、マイク１０５
から入力されたアナログ音声信号をデジタル音声データに変換し、記録装置７５に出力す
る。記録装置７５は、Ａ／Ｄ変換部１０７から音声データを受け取ると、図示しないバッ
ファメモリに一時的に格納する。そして、記録装置７５は、バッファメモリに格納された
音声データを、所定の形式に従って圧縮し、ボイスメモ音声ファイルを作成する。
【００５３】
　Ｓ４－３では、ＣＰＵ１１２は、音声メモの入力終了が指示されたか否かを、操作スイ
ッチ１１３への操作に基づいて判断する。ＣＰＵ１１２は、音声メモの入力終了が指示さ
れたと判断した場合はＳ４－４に移行する。ＣＰＵ１１２は、音声メモの入力終了が指示
されていないと判断した場合はＳ４－２に戻る。
【００５４】
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　Ｓ４－４では、ＣＰＵ１１２は、Ａ／Ｄ変換部１０７および記録装置７５に、音声デー
タの出力終了を指示する。記録装置７５は、ＣＰＵ１１２からの指示に応じ、ボイスメモ
音声ファイルを記録メディア７６に記録する。
【００５５】
　図１０は再生処理の流れを示すフローチャートである。
【００５６】
　Ｓ２１では、ＣＰＵ１１２は、操作スイッチ１１３からの指示に応じて所望の画像ファ
イルを記録メディア７６から読み込むよう記録装置７５に指示する。読み込まれた画像フ
ァイルはメモリ１１０に格納される。
【００５７】
　Ｓ２２では、ＣＰＵ１１２は、読み込まれた画像ファイルの画像部から画像データを読
み出すとともに、該画像ファイルの非画像部のタグ情報を読み出す。
【００５８】
　Ｓ２３では、ＣＰＵ１１２は、読み出した非画像部のタグ情報から顔情報を取り出す。
同時に、非画像部から、あるいは、記録装置７５から直接、ボイスメモを取り出す。
【００５９】
　Ｓ２４では、ＣＰＵ１１２は、顔情報に関連づけられたボイスメモが記録されている旨
を示すアイコンやマークなどの付帯映像（ボイスメモマーク）を、顔情報で特定される顔
領域の近傍に配置した合成画像を表示装置１２３に出力する。
【００６０】
　例えば図１１に示すように、３つの顔領域Ｆ１、Ｆ２、Ｆ３に対してボイスメモが記録
された場合、顔領域Ｆ１、Ｆ２、Ｆ３の近傍領域に対してそれぞれボイスメモマークＩ１
、Ｉ２、Ｉ３が配置されて合成されている。ボイスメモマークと顔領域の位置関係から、
どの顔にボイスメモが関連づけられているかが一目瞭然でわかる。
【００６１】
　Ｓ２５では、ＣＰＵ１１２は、全ての顔情報に基づいて付帯映像の配置、合成および表
示が終了したか否かを判断する。全ての顔情報に基づいて付帯映像の合成および表示が終
了した場合はＳ２６進み、終了していない場合はＳ２３に戻る。
【００６２】
　Ｓ２６では、ＣＰＵ１１２は、操作スイッチ１１３からの指示に応じ、対応するボイス
メモを再生したい顔領域を選択する。
【００６３】
　Ｓ２７では、ＣＰＵ１１２は、操作スイッチ１１３からの指示に応じ、顔領域の選択が
完了したか否かを判断する。顔領域の選択が完了した場合はＳ２８に進む。
【００６４】
　Ｓ２８では、選択された顔領域を画像データからトリミングし、所定の倍率（例えば３
倍）だけ拡大して表示装置１２３に出力する。例えば図１２では、選択された顔領域Ｆ１
がボイスメモマークとともに拡大されて表示された様子が示されている。
【００６５】
　Ｓ２９では、ＣＰＵ１１２は、操作スイッチ１１３から、ボイスメモの再生開始が指示
されたか否かを判断する。ボイスメモの再生開始が指示された場合はＳ３０に進む。
【００６６】
　Ｓ３０では、ＣＰＵ１１２は、Ｓ２２で取り込んだテーブル情報に基づき、選択された
顔領域に対応づけられたボイスメモを特定する。そして、音声再生装置１０２は、特定さ
れたボイスメモを記録メディア７６から読み出し、アナログ音声信号に変換してスピーカ
１０８に出力する。この結果、スピーカ１０８からボイスメモの内容が拡声される。
【００６７】
　Ｓ３１では、ＣＰＵ１１２は、操作スイッチ１１３から、顔領域の拡大表示の終了が指
示されたか否かを判断する。顔領域の拡大表示の終了が指示された場合はＳ３２に進む。
【００６８】
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　Ｓ３２では、ＣＰＵ１１２は、顔領域の拡大表示を終了し、Ｓ２４と同様の表示に戻る
。
【００６９】
　このように、情報記録装置１０は、撮影された画像中の特定の人物に対して意味のある
メッセージを関連づけて記録することができ、また、画像中の特定の人物に関連づけられ
た特定のメッセージを再生することができる。
【００７０】
　＜第２実施形態＞
　図１３は本発明の好ましい第２の実施形態に係る情報記録装置２０のブロック図である
。情報記録装置２０の備えるブロックのうち、情報記録装置１０と同様の機能を有するも
のについては、同一の符号を付している。情報記録装置２０は、情報記録装置１０と異な
り、音声系のブロックは備えていないが、通信装置１３０を備えている。
【００７１】
　通信装置１３０とは、移動体電話通信網や無線ＬＡＮなどの通信ネットワークを介して
、外部の通信機器と接続し、情報を送受信する機能を有する。
【００７２】
　図１４は情報記録装置２０の実行する記録処理の流れを示すフローチャートである。図
１４（ａ）はメインルーチン、図１４（ｂ）は個人名刺情報入力サブルーチンを示す。
【００７３】
　まず、図１４（ａ）のメインルーチンを説明する。
【００７４】
　Ｓ４１～Ｓ４３は、Ｓ１～Ｓ３と同様である。
【００７５】
　Ｓ４４では、ＣＰＵ１１２は、通信装置１３０が接続した相手方の通信端末から個人名
刺情報（テキスト情報）を入力する個人名刺情報入力サブルーチンを実行する。詳細は後
述する。
【００７６】
　Ｓ４５では、全ての顔領域について個人名刺情報が入力されたか否かを判断する。全て
の顔領域情報について個人名刺情報が入力された場合はＳ４６に進み、入力されていない
場合はＳ４３に戻る。
【００７７】
　Ｓ４６では、個人名刺情報と選択された顔領域とを対応づけて記録メディア７６に記録
する。これらの情報の対応づけの仕方は第１実施形態と同様に行うことができる。例えば
図１５に示すように、各顔領域の識別情報および位置座標を含む顔情報と、キャプション
、個人名刺情報の送信元となった通信端末のユーザ名、住所、電話番号、メールアドレス
などを含む個人名刺情報を対応づけたテーブルを、別ファイルとして記録メディア７６に
記録してもよい。あるいはこのテーブルに相当する情報を、画像ファイルの非画像部にタ
グ情報として記録してもよい。
【００７８】
　次に、図１４（ｂ）のサブルーチンを説明する。
【００７９】
　Ｓ４４－１では、通信装置１３０は、操作スイッチ１１３から指定された任意の相手方
通信端末（ＰＤＡや携帯電話など）との通信を確立する。相手方の指定は、例えば電話番
号で行うことができる。
【００８０】
　Ｓ４４－２では、相手方通信端末から個人名刺情報（テキスト情報）の受信を行う。相
手方通信端末から受信する個人名刺情報は、汎用的なフォーマットで記述されていること
が好ましい。例えば、図１６に示すような、Ｖｃａｒｄ（Electronic Business Cards，
電子名刺）で記述されたテキストファイルでもよい。
【００８１】
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　図１７は、情報記録装置２０の実行する再生処理の流れを示すフローチャートである。
【００８２】
　Ｓ５１～Ｓ５８は、Ｓ２１～Ｓ２８と同様であり、記録メディア７６から画像データな
どを読み出す。ただし、Ｓ５３で取り込まれるのは、ボイスメモではなく、個人名刺情報
である。また、Ｓ５４で表示する付帯画像（アイコン）は、個人名刺情報が対応づけられ
ている旨を示すものである。例えば、図１８のような顔領域Ｆ１～Ｆ３を含む画像データ
が入力され、顔領域Ｆ１に対して個人名刺情報が対応づけられている場合、図１９に示す
ようなアイコンＪ１を顔領域Ｆ１の近傍に合成する。
【００８３】
　Ｓ５９では、読み込まれた個人名刺情報を、選択された顔領域の拡大画像に合成し、表
示装置１２３に出力する。例えば、対応する個人名刺情報を再生すべき顔領域として顔領
域Ｆ１が選択された場合、図２０に示すように、顔領域Ｆ１とアイコンＪ１を拡大する。
【００８４】
　Ｓ６０では、ＣＰＵ１１２は、表示すべき情報の詳細項目を切り替える指示がされたか
否かを判断する。表示すべき個人名刺情報の詳細項目を切り替える指示がされた場合は、
Ｓ５９に戻り、指示に応じた詳細項目を表示する。例えば、図２０に示すように、個人名
刺情報の詳細項目の一部「キャプション」と「名前」が表示されているときに、「名前」
と「住所」と「電話番号」の詳細項目の表示に切り替える指示がされたとする。この場合
、図２１に示すように、「名前」と「住所」と「電話番号」の詳細項目表示に切り替える
。なお、この図で示すように、異なる詳細項目（名前、キャプション、住所）は、それぞ
れ異なる位置に配置され、項目の表示位置が重複しないようにすることが好ましい。
【００８５】
　Ｓ６１～Ｓ６２は、Ｓ２１～Ｓ２２と同様であり、ユーザの指示に応じて個人名刺情報
の表示を終える。
【００８６】
　＜第３実施形態＞
　図２２は本発明の好ましい実施形態に係る情報記録装置３０のブロック図である。この
装置の構成は第２実施形態と同様であるが、顔検出部１２２は備えていない。また、通信
装置１３０は、ＬＡＮを介してインターネットなどの外部ネットワーク２００に接続して
いる。
【００８７】
　ＣＰＵ１１２は、顔情報とアドレス情報とが対応づけられた画像ファイル（第１または
２実施形態のように作成）を記録メディア７６から読み込む。従って、顔検出部１２２は
省略されうる。
【００８８】
　図２３は情報記録装置３０の実行するメール送信処理の流れを示すフローチャートであ
る。
【００８９】
　Ｓ７１では、ＣＰＵ１１２は、操作スイッチ１１３からの指示に応じて所望の画像ファ
イルを記録メディア７６から読み込むよう記録装置７５に指示する。読み込まれた画像フ
ァイルはメモリ１１０に格納される。
【００９０】
　Ｓ７２では、ＣＰＵ１１２は、読み込まれた画像ファイルの画像部から画像データを読
み出すとともに、該画像ファイルの非画像部からタグ情報（図１５参照）を読み出す。
【００９１】
　Ｓ７３では、ＣＰＵ１１２は、読み出したタグ情報から顔情報を読み出す。
【００９２】
　Ｓ７４では、ＣＰＵ１１２は、ボイスメモが記録されている旨を示すアイコンやマーク
などの付帯映像を、顔情報で特定される顔領域の近傍に合成した上、この合成画像を表示
装置１２３に出力する（図１１参照）。
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【００９３】
　Ｓ７５では、ＣＰＵ１１２は、全ての顔情報に基づいて付帯映像の合成および表示が終
了したか否かを判断する。全ての顔情報に基づいて付帯映像の合成および表示が終了した
場合はＳ２５に進み、終了していない場合はＳ２３に戻る。
【００９４】
　Ｓ７６では、ＣＰＵ１１２は、記録メディア７６から読み込んだタグ情報中に、顔情報
と対応づけられたメールアドレスが記述されているか否かを判断する。タグ情報中に顔情
報と対応づけられたメールアドレスが記述されている場合、Ｓ７７に移行する。
【００９５】
　Ｓ７７では、ＣＰＵ１１２は、顔情報と対応するメールアドレスを送信先として登録し
てよいか否かの確認をユーザに促すメッセージを表示装置１２３に表示させる。
【００９６】
　Ｓ７８では、ＣＰＵ１１２は、メールアドレスを送信先として登録してよいか否かの確
認が操作スイッチ１１３から指示されたか否かを判断する。登録してよい旨の指示が入力
された場合はＳ７９へ移行し、登録しない旨の指示が入力された場合はＳ８０へ移行する
。
【００９７】
　Ｓ７９では、ＣＰＵ１１２は、登録してよい旨の指示が入力されたメールアドレスを、
メール送信先のアドレスに登録する。
【００９８】
　Ｓ８０では、ＣＰＵ１１２は、読み出されたメールアドレスの全てについて登録の可否
を確認したか否かを判断する。全てのアドレスについて確認した場合はＳ８１へ移行し、
未だ確認していないアドレスがある場合はＳ７７に戻る。
【００９９】
　Ｓ８１では、ＣＰＵ１１２は、登録した全てのアドレス宛てに、Ｓ７１で読み込んだ画
像データを送信してもよいか否かの確認を促すメッセージを表示装置１２３に表示させる
。
【０１００】
　Ｓ８２では、ＣＰＵ１１２は、メールを送信してよいか否かの確認が操作スイッチ１１
３から指示されたか否かを判断する。送信してよい旨の指示が入力された場合はＳ８３へ
移行する。
【０１０１】
　Ｓ８３では、登録された全てのメールアドレス宛てに、読み込んだ画像をネットワーク
２００経由で送信する。
【０１０２】
　この処理によると、１つの画像中にある複数の顔に対して、メールアドレスが対応づけ
られていれば、その各々の顔の主に、各人の写っている同一の画像を自動で一斉に送るこ
とができる。
【０１０３】
　なお、以上の処理をＣＰＵ１１２に実行させるプログラムは、顔に関連づけられたメー
ルアドレスに基づいて、自動的に画像を送信するアプリケーションとなる。
【０１０４】
　＜第４実施形態＞
　図２４は本発明の好ましい実施形態に係る情報記録装置４０のブロック図である。この
装置の構成の一部は第１～３実施形態と同様であるが、記録再生装置１０９、入力装置１
３１を備えている。
【０１０５】
　記録再生装置１０９は、記録メディア７６から読み出した画像データを映像信号に変換
し、表示装置１２３に出力する。
【０１０６】
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　入力装置１３１は、キャプション、名前その他の個人名刺情報と比較照合される検索情
報の入力を受け付ける装置であり、例えば、キーボード、マウス、バーコードリーダなど
で構成される。
【０１０７】
　なお、検索情報は必ずしも入力装置１３１から受け付けなくてもよく、通信装置１３０
がネットワーク経由で受け付けてもよい。
【０１０８】
　図２５は情報記録装置４０の実行する検索表示処理の流れを示すフローチャートである
。
【０１０９】
　Ｓ９１では、ＣＰＵ１１２は、操作スイッチ１１３からの指示に応じ、任意の検索情報
の入力を受け付ける。
【０１１０】
　Ｓ９２では、ＣＰＵ１１２は、操作スイッチ１１３からの指示に応じ、全ての画像ファ
イルを記録メディア７６から読み込むよう記録装置７５に指示する。読み込まれた画像フ
ァイルはメモリ１１０に格納される。また、ＣＰＵ１１２は、読み込まれた全ての画像フ
ァイルの画像部から画像データを読み出すとともに、該全ての画像ファイルの非画像部か
らタグ情報を読み出す。
【０１１１】
　Ｓ９３では、ＣＰＵ１１２は、読み出したタグ情報から個人名刺情報を取り出す。
【０１１２】
　Ｓ９４では、ＣＰＵ１１２は、読み出した個人名刺情報の各々と入力された検索情報と
を比較する。
【０１１３】
　Ｓ９５では、ＣＰＵ１１２は、個人名刺情報と検索情報の比較の結果、両者が一致する
か否かを判断する。両者が一致する場合、検索情報に対応する顔領域があったと判断して
、Ｓ９６に進む。両者が一致する場合、検索情報に対応する顔領域がないと判断して、Ｓ
９７に進む。
【０１１４】
　Ｓ９６では、ＣＰＵ１１２は、検索情報に対応する顔領域を顔領域一覧に登録する。
【０１１５】
　Ｓ９７では、ＣＰＵ１１２は、読み込んだ全ての画像について、個人名刺情報と検索情
報の比較照合が行われたか否かを判断する。照合が完了した場合はＳ９８に進み、完了し
ていない場合はＳ９２に戻る。
【０１１６】
　Ｓ９８では、顔領域一覧に登録された顔領域を表示装置１２３に表示する。
【０１１７】
　例えば、検索情報として、８月３１日の同窓会の出席メンバーを示す「同窓会０８３１
」が入力された場合、ＣＰＵ１１２は、「同窓会０８３１」が含まれているキャプション
などのテキスト情報（個人情報）と対応する顔領域をテーブルに基づいて特定し、読み込
んだ同窓会の画像から該顔画像を抽出して顔領域一覧に登録していく。
【０１１８】
　その結果、図２６に示すように、「同窓会０８３１」に関係するメンバーの一覧が、表
示装置１２３に表示される。
【０１１９】
　このように、任意に指定された検索情報に一致するテキスト情報と関連づけられた顔領
域を自動的に登録し、一覧表示することができる。
【０１２０】
　あるいは、図２７に示すように、検索情報がネットワーク経由で通信装置１３０に入力
（Ｓ９１）された場合は、顔領域一覧に登録された顔を通信装置１３０で表示する（Ｓ９
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８）代わりに、顔領域一覧に登録された顔領域もしくはこの顔情報に対応するテキスト情
報を別のファイルに出力・記録した上、検索情報の送信元に、この顔情報・テキスト情報
のファイルを送信（Ｓ９９）してもよい。ファイルの受信側では、このファイルを基に、
ある画像に記録された人物の住所録や名簿の作成が可能になる。なお、顔領域や顔情報の
代わりに、画像ファイルそのものを検索情報の送信元に送信してもよい。
【０１２１】
　このように、外部からの依頼に応じて、目的の情報に関連する画像や個人情報を送り返
すことができる。
【０１２２】
　＜第５実施形態＞
　図２８は、画像記録装置５００の内部構成を示すブロック図である。フォーカスレンズ
およびズームレンズを含むレンズ１の後方にはＣＣＤ等の固体撮像素子２が配置されてお
り、レンズ１を通過した光は、固体撮像素子２に入射する。固体撮像素子２の受光面には
、フォトセンサが平面的に配列されており、該受光面に結像された被写体像は、各フォト
センサによって入射光量に応じた量の信号電荷に変換される。こうして蓄積された信号電
荷は、ドライバ６から与えられるパルス信号に基づいて信号電荷に応じた電圧信号（画像
信号）として順次読み出され、ＴＧ２２から与えられるパルス信号に基づいてアナログ／
デジタル変換回路３でデジタル信号に変換されて補正回路４に加えられる。
【０１２３】
　レンズ駆動部５は、ズーム操作に連動して、ズームレンズをワイド側、あるいはテレ側
に移動させ（例えば１０段階）、レンズ１のズーミングを行う。また、レンズ駆動部５は
、被写体距離やズームレンズの変倍に応じてフォーカスレンズを移動させ、撮影条件が最
適となるようにレンズ１の焦点調整を行う。
【０１２４】
　補正回路４は、ゲイン調整回路を含み、輝度・色差信号生成回路、ガンマ補正回路、シ
ャープネス補正回路、コントラスト補正回路、ホワイトバランス補正回路、撮影画像に対
する輪郭補正を含む画像処理を行う輪郭処理部、画像のノイズ低減処理を行うノイズ低減
処理部等を含む画像処理手段であり、ＣＰＵ１１２からのコマンドに従って画像信号を処
理する。
【０１２５】
　補正回路４で処理された画像データは、輝度信号（Ｙ信号）及び色差信号（Ｃｒ、Ｃｌ
信号）に変換されるとともに、ガンマ補正等の所定の処理が施された後、メモリ７に転送
されて格納される。
【０１２６】
　撮影画像をＬＣＤ９にモニタ出力する場合、メモリ７からＹＣ信号が読み出され、表示
回路１６に送られる。表示回路１６は、入力されたＹＣ信号を表示用の所定方式の信号（
例えば、ＮＴＳＣ方式のカラー複合映像信号）に変換してＬＣＤ９に出力する。
【０１２７】
　所定のフレームレートで処理された各フレームのＹＣ信号は、メモリ７のＡ領域とＢ領
域とに交互に書き込まれ、メモリ７のＡ領域及びＢ領域のうち、ＹＣ信号が書き込まれて
いる方の領域以外の領域から、書き込まれているＹＣ信号が読み出される。このようにし
てメモリ７内のＹＣ信号が定期的に書き換えられ、そのＹＣ信号から生成される映像信号
がＬＣＤ９に供給されることにより、撮像中の映像がリアルタイムにＬＣＤ９に表示され
る。ユーザは、ＬＣＤ９に表示される映像（スルー画像）によって撮影画角を確認できる
。
【０１２８】
　なお、ＯＳＤ信号発生回路１１は、シャッター速度や絞り値、撮影可能枚数、撮影日時
、警告メッセージ等の文字及びアイコン等の記号を表示するための信号を発生させる。こ
のＯＳＤ信号発生回路１１から出力される信号は、必要に応じて画像信号に混合されて、
ＬＣＤ９に供給される。これにより、スルー画像や再生画像に文字やアイコン等の映像が
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合成された合成画像が表示される。
【０１２９】
　操作部１２によって静止画撮影モードが設定され、シャッターボタンが押下されると、
記録用静止画の撮影動作がスタートする。シャッターボタンの押下に応動して取得された
画像データは、補正計数算出回路１３の決定された補正計数に従い、ガンマ補正等の所定
の処理が補正回路４で施された後、メモリ７に格納される。補正回路４は所定の補正処理
としてホワイトバランス調整、シャープネス調整、赤目補正等の処理も適宜行ってもよい
。
【０１３０】
　メモリ７に格納されたＹ／Ｃ信号は、圧縮伸長処理回路１５によって所定のフォーマッ
トに従って圧縮された後、カードＩ／Ｆ１７を介し、メモリカード１８にExifファイルな
どの所定フォーマットの画像ファイルとして記録される。画像ファイルの記録先はフラッ
シュＲＯＭ１１４であってもよい。
【０１３１】
　画像記録装置５００の筐体全面には、閃光を発光する発光部１９が配備されている。発
光部１９には、発光部１９の充電及び発光を制御するストロボ制御回路２１が接続されて
いる。
【０１３２】
　画像記録装置５００は、顔検出部１２２、ＲＯＭ１１１、ＲＡＭ１１３、識別回路１１
５を備えており、これらは上述の画像入力再生系や基幹系に相当する。
【０１３３】
　顔検出部１２２は、シャッターボタンの押下に応動し、取得された記録用画像データか
ら顔領域を検出する。そして、検出された顔領域に関する顔情報を、画像ファイルのタグ
情報として記録する。
【０１３４】
　図２９は、画像記録装置５００の実行する情報設定処理の流れを示すフローチャートで
ある。
【０１３５】
　Ｓ１０１では、圧縮伸長回路１５は、メモリカード１８またはフラッシュＲＯＭ１４の
画像ファイルを展開し、Ｙ／Ｃ画像データに変換して表示回路１６に送り、ＬＣＤ９にて
表示させる。
【０１３６】
　Ｓ１０２では、ＣＰＵ１１２は、通信装置１３０を介して接続された相手方端末やメモ
リカード１８などの任意の個人情報出力元から個人情報を入力する。例えば、図３０に示
すように、個人情報は各個人の名前、住所、電話番号、メールアドレスなどの項目が対応
づけられたテーブル形式で記述されている。ここでいう個人情報は、前述のように各端末
から送信された個人名刺情報（図１６参照）によって収集することができる。あるいは、
メモリカード１８から個人名刺情報をインポートすることで収集してもよい。
【０１３７】
　Ｓ１０３では、ＣＰＵ１１２は、読み出したタグ情報あるいは画像データから顔情報を
取り出す。そして、顔情報で特定される顔領域の各々の周囲に、枠を表示するようＯＳＤ
信号発生部１１を制御する。例えば、図３１に示すように、顔領域Ｆ１～Ｆ３が検出され
た場合、これらの顔領域の周りに、枠Ｚ１～Ｚ３を表示する。
【０１３８】
　Ｓ１０４では、ＣＰＵ１１２は、操作部１２を介し、枠で囲まれた顔領域のうち、任意
の顔領域の選択を受け付ける。
【０１３９】
　Ｓ１０５では、ＣＰＵ１１２は、選択された顔領域に対して個人情報を設定するか否か
の確認入力を促す。そして、選択された顔領域に対して個人情報を設定する旨の指示が操
作部１２から入力された場合はＳ１０６に進む。選択された顔領域に対して個人情報を設
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定しない旨の指示が操作部１２から入力された場合はＳ１１１に進む。
【０１４０】
　Ｓ１０６では、ＣＰＵ１１２は、ＯＳＤ信号発生部１１に指示し、個人情報の入力メニ
ューを生成させる。
【０１４１】
　Ｓ１０７では、ＣＰＵ１１２は、操作部１２を介して、個人情報の選択・設定を受け付
ける。例えば図３２に示すように、選択された顔領域の拡大画像の近傍に、テーブルから
読み出された個人情報（名前など）を一覧表示するリストボックスを合成して表示し、そ
のリストボックス中から顔領域に関連づけるべき所望の個人情報（名前など）を選択させ
る。
【０１４２】
　Ｓ１０８では、ＣＰＵ１１２は、選択された個人情報に相当する映像信号を生成するよ
うＯＳＤ信号発生部１１に指示する。例えば図３３では、選択された名前「春日秀雄」と
該人物の住所を表示している。
【０１４３】
　Ｓ１０９では、ＣＰＵ１１２は、選択した個人情報を記録するか否かの確認入力を促す
。そして、個人情報を記録する旨の指示が操作部１２から入力された場合はＳ１１０に進
む。個人情報を記録しない旨の指示が操作部１２から入力された場合はＳ１１１に進む。
【０１４４】
　Ｓ１１０では、選択された個人情報と選択された顔情報とを関連づけて記憶する。例え
ば、図３４に示すように、すでに読み込まれた個人情報のテーブルの中の、選択された個
人情報に、選択された顔領域のＩＤ、顔領域の基準位置座標および顔領域のサイズを対応
づけた上、この個人情報の対応づけられたテーブルを画像ファイルのタグ情報格納部分に
記録する。なお、図３５に示すように、顔領域の基準位置座標および顔領域のサイズによ
って、画像における各顔領域の存在範囲が特定される。
【０１４５】
　Ｓ１１１では、ＣＰＵ１１２は、全ての顔領域に対して個人情報の設定が行われたか否
かを判断する。全ての顔領域に対して個人情報の設定が行われていない場合はＳ１０４に
戻る。全ての顔領域に対して個人情報の設定が行われた場合は処理を終える。
【０１４６】
　このように、画像記録装置５００に対して、いちいち個人情報を手入力しなくても、外
部から入力された個人情報を任意の顔領域と関連づけることが簡単にできる。
【０１４７】
　一旦個人情報の関連づけられた画像は、再生時に、自動的に個人情報と画像とを重畳し
て表示することができる。すなわち、顔の位置座標に基づいて、顔領域に個人情報が関連
づけられていることを示すアイコンを、顔領域の付近に表示することが可能である（図２
０参照）。
【図面の簡単な説明】
【０１４８】
【図１】第１実施形態に係る情報記録装置のブロック図
【図２】記録処理の流れを示すフローチャート
【図３】顔領域が検出された様子を示す図
【図４】顔情報の概念説明図
【図５】画像ファイルの非画像部における顔情報の格納アドレス・顔の識別番号・顔領域
の位置とボイスメモのファイル名とを対応づけたテーブルの図
【図６】画像ファイルの非画像部分に、該テーブルおよびボイスメモの音声ファイルを記
録する様子を示す図
【図７】画像ファイルとは独立した別の音声ファイルを、記録メディアに記録しておく様
子を示す図
【図８】各音声ファイルのファイル名の一部に、顔領域の識別番号（顔番号）を付与する
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様子を示す図
【図９】画像ファイルの識別情報（ファイル名）および該画像ファイル中の顔情報とボイ
スメモファイルの識別情報（ファイル名）とを対応づけたテーブルそのものを、別ファイ
ルとして記録メディアに記録した様子を示す図
【図１０】再生処理の流れを示すフローチャート
【図１１】顔領域の近傍領域に対してボイスメモマークが配置されて合成されている様子
を示す図
【図１２】選択された顔領域がボイスメモマークとともに拡大されて表示された様子を示
す図
【図１３】第２実施形態に係る情報記録装置のブロック図
【図１４】記録処理の流れを示すフローチャート
【図１５】顔情報と個人名刺情報を対応づけたテーブルを、別ファイルとして記録メディ
アに記録した様子を示す図
【図１６】Ｖｃａｒｄ（Electronic Business Cards，電子名刺）で記述されたテキスト
ファイルの一例を示す図
【図１７】再生処理の流れを示すフローチャート
【図１８】特定の顔領域に対して個人名刺情報が対応づけらた様子を示す図
【図１９】アイコンを顔領域の近傍に合成した様子を示す図
【図２０】顔領域とアイコンを拡大表示した様子を示す図
【図２１】詳細項目表示が「名前」と「住所」と「電話番号」に切り替えられた様子を示
す図
【図２２】第３実施形態に係る情報記録装置のブロック図
【図２３】メール送信処理の流れを示すフローチャート
【図２４】第４実施形態に係る情報記録装置のブロック図
【図２５】検索表示処理の流れを示すフローチャート
【図２６】「同窓会０８３１」に関係するメンバーの一覧が表示された様子を示す図
【図２７】検索出力処理の流れを示すフローチャート
【図２８】第５実施形態に係る画像記録装置の内部構成を示すブロック図
【図２９】情報設定処理の流れを示すフローチャート
【図３０】テーブル形式で記述されている個人情報の一例を示す図
【図３１】顔領域の周りに枠が表示された様子を示す図
【図３２】選択された顔領域の拡大画像の近傍に個人情報を一覧表示した様子を示す図
【図３３】選択された名前と該人物の住所を表示した図
【図３４】特定の顔情報に特定の個人情報が対応づけられたテーブルを示す図
【図３５】顔領域の基準位置座標および顔領域のサイズの一例を示す図
【符号の説明】
【０１４９】
１０９：記録再生装置、１２１：画像入力部、１２２：顔検出部、１２３：表示装置、１
３０：通信装置、１３１：入力装置
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【図８】 【図９】
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【図１２】 【図１３】
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【図１４】 【図１５】

【図１６】 【図１７】
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【図１８】 【図１９】

【図２０】 【図２１】
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【図２２】 【図２３】

【図２４】 【図２５】
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【図２６】 【図２７】

【図２８】 【図２９】
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【図３０】 【図３１】

【図３２】 【図３３】
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