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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の画像のシーケンスに関連付けられた内容メタデータを使って前記シーケンスのた
めのオーディオ随伴物を提供する方法であって：
　前記シーケンスに関連付けられた前記内容メタデータを使ってデータベース中でマッチ
するオーディオ随伴物を位置特定するステップであって、前記シーケンスに関連付けられ
た前記内容メタデータは、複数の画像の前記シーケンスについて入手可能なメタデータか
ら統合された複数の画像の前記シーケンス全体についての記述である、ステップと；
　前記位置特定されたオーディオ随伴物を、前記シーケンスのための随伴物として提供す
るステップと、
　メタデータ記述子の付与と、前記複数の画像の内容解析によるメタデータ記述子の導出
と、よりなる群から選択される技法によって、前記内容メタデータを前記シーケンスに関
連付けるステップとを有し、
　前記提供するステップがさらに、まず：
　前記位置特定されたオーディオ随伴物を前記シーケンスに関連付けられたプレイリスト
にコンパイルし；
　前記コンパイルされたプレイリストからなされる任意の選択を、前記位置特定されたオ
ーディオ随伴物に含めるステップを含み、
　前記プレイリストは、前記複数の画像が表示される間に再生すべきオーディオ随伴物の
リストである、
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方法。
【請求項２】
　内容メタデータが、日付、時刻、イベント、位置、画像のユーザーとの関係、ユーザー
特性および記述子キーフレーズを含む、請求項１記載の方法。
【請求項３】
　標準的な内容メタデータおよびその同義語のシソーラスを設け；
　前記シソーラスを使って、前記シーケンスに関連付けられた内容メタデータを規格化し
て標準的な内容メタデータにする、
ステップをさらに有する、請求項１記載の方法。
【請求項４】
　内容メタデータが、日付、時刻、イベント、位置、画像のユーザーとの関係および記述
子キーフレーズを含む、請求項３記載の方法。
【請求項５】
　内容解析が、テキストの光学式文字認識、画像場面認識および画像オブジェクト認識よ
りなる群から選択される、請求項１記載の方法。
【請求項６】
　前記シーケンスおよび該シーケンスのための位置特定されたオーディオ随伴物を短期持
続性メモリ内に保持し；
　前記提供するステップに先立ち、前記保持されたシーケンスおよび該シーケンスのため
の位置特定されたオーディオ随伴物を取得する、
ステップをさらに有する、請求項１記載の方法。
【請求項７】
　内容メタデータが、ユーザー・データ、日付、時刻、イベント、位置、画像のユーザー
との関係、画像中の個人の名前、画像中のペットの名前、画像タイトル、季節、温度、緯
度、経度、サイズ、身体部分、色および記述子キーフレーズを含む、請求項６記載の方法
。
【請求項８】
　標準的な内容メタデータおよびその同義語のシソーラスを設け；
　前記シソーラスを使って、前記シーケンスに関連付けられた内容メタデータを規格化し
て標準的な内容メタデータにする、
ステップをさらに有する、請求項７記載の方法。
【請求項９】
　位置特定する前記のステップがさらに、マッチの度合いを導出するステップを有してお
り；
　前記提供するステップがさらに、まず提供されたオーディオ随伴物をマッチの度合いに
よって低い順に順序付けるステップを有する、
請求項８記載の方法。
【請求項１０】
　前記提供するステップがさらに：
　前記シーケンスを、前記位置特定されたオーディオ随伴物に関連付けてデータベースに
保存し；
　保存されたシーケンスおよび関連付けられたオーディオ随伴物を前記データベースから
取得する、
ステップをさらに有する、請求項８記載の方法。
【請求項１１】
　コンテンツを有する複数の画像のシーケンスに、それとともに同時呈示するためのオー
ディオ随伴物を関連付ける装置であって：
　シーケンスを取り込み、前記複数の画像の内容を記述するメタデータを取り込み、生成
する、画像／メタデータ・取り込み／生成モジュールであって、前記メタデータは、複数
の画像の前記シーケンスについて入手可能なメタデータから統合された複数の画像の前記
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シーケンス全体についての記述である、モジュールと；
　前記の関連付けられたメタデータを検索基準として使ってオーディオ随伴物を求めてオ
ーディオ随伴物データベースを検索する、オーディオ随伴物メタデータ検索／関連付けモ
ジュールと；
　前記検索から帰結するオーディオ随伴物のプレイリストを提案する、オーディオ随伴物
提案／再生モジュールと；
　前記オーディオ随伴物提案／再生モジュールが前記検索から帰結するオーディオ随伴物
を再生しているときに前記シーケンスを同時表示する、画像シーケンス表示モジュールと
；
　メタデータ記述子の付与と、前記複数の画像の内容解析によるメタデータ記述子の導出
と、よりなる群から選択される技法によって、前記内容メタデータを前記シーケンスに関
連付けるモジュールとを有し、
　前記オーディオ随伴物提案／再生モジュールがさらに：
　前記検索において位置特定されたオーディオ随伴物を前記シーケンスに関連付けられた
プレイリストにコンパイルし；
　前記コンパイルされたプレイリストからなされる任意の選択を、前記位置特定されたオ
ーディオ随伴物に含めるよう構成されており、
　前記プレイリストは、前記複数の画像が表示される間に再生すべきオーディオ随伴物の
リストである、
装置。
【請求項１２】
　データベースをさらに有する請求項１１記載の装置であって、
　前記画像／メタデータ・取り込み／生成モジュールおよび前記オーディオ随伴物メタデ
ータ検索／関連付けモジュールがそれぞれさらに、前記シーケンス、メタデータおよび位
置特定されたオーディオ随伴物を前記データベース中に保存するよう構成されており；
　前記オーディオ随伴物提案／再生モジュールおよび前記画像シーケンス表示モジュール
がそれぞれさらに、シーケンスおよび関連付けられたメタデータを、その同時的な表示お
よび再生のために前記データベースから取得するよう構成されている、
装置。
【請求項１３】
　前記画像／メタデータ・取り込み／生成モジュールがさらに、画像内容解析技法を使っ
てメタデータを生成するよう構成されている、請求項１１記載の装置。
【請求項１４】
　前記画像内容解析技法が、テキストの光学式文字認識、画像場面認識、画像オブジェク
ト認識よりなる群から選択される、請求項１３記載の装置。
【請求項１５】
　少なくとも一つのデジタル画像のシーケンスのオーディオ随伴のためのシステムであっ
て：
　表示装置と；
　オーディオ随伴物再生装置と；
　前記表示装置および前記オーディオ再生装置に動作可能に接続された請求項１４記載の
装置とを有しており、
　前記装置が少なくとも一つの画像のシーケンスおよび第一の画像メタデータを受け容れ
、内容解析技法を使って第二の画像メタデータを導出し、前記第一および第二のメタデー
タを使って適切なオーディオ随伴物を位置特定し、次いで前記シーケンスを表示している
間に前記オーディオ随伴物を再生するか、結果のプレイリストをユーザーに提案するかの
一つをする、
システム。
【請求項１６】
　画像のシーケンスに関連付けられた内容メタデータを使って前記シーケンスのためのオ
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ーディオ随伴物を提供する方法であって：
　前記シーケンスに関連付けられた前記内容メタデータを使ってデータベース中でマッチ
するオーディオ随伴物を位置特定するステップと；
　前記位置特定されたオーディオ随伴物を、前記シーケンスのための随伴物として提供す
るステップとを含み、
　画像の前記シーケンスについて入手可能なメタデータを該シーケンス全体のための記述
に統合し、前記マッチするオーディオ随伴物を位置特定するステップは、統合されたメタ
データを使って少なくとも一つのオーディオ随伴物を選ぶことを含む、
方法。
【請求項１７】
　コンテンツを有する画像のシーケンスに、それとともに同時呈示するためのオーディオ
随伴物を関連付ける装置であって：
　シーケンスを取り込み、前記画像の内容を記述するメタデータを取り込み、生成する、
画像／メタデータ・取り込み／生成モジュールと；
　前記の関連付けられたメタデータを検索基準として使ってオーディオ随伴物を求めてオ
ーディオ随伴物データベースを検索する、オーディオ随伴物メタデータ検索／関連付けモ
ジュールと；
　前記検索から帰結するオーディオ随伴物のプレイリストを提案する、オーディオ随伴物
提案／再生モジュールと；
　前記オーディオ随伴物提案／再生モジュールが前記検索から帰結するオーディオ随伴物
を再生しているときに前記シーケンスを同時表示する、画像シーケンス表示モジュールと
を有しており、
　当該装置は、画像の前記シーケンスについて入手可能なメタデータを該シーケンス全体
のための記述に統合し、前記オーディオ随伴物メタデータ検索／関連付けモジュールに、
統合されたメタデータを使って少なくとも一つの随伴物を選ばせるよう構成されている、
装置。
【請求項１８】
　少なくとも一つの画像のシーケンスに関連付けられた内容メタデータを使って前記シー
ケンスのためのオーディオ随伴物を提供する方法であって：
　少なくとも一つの画像の前記シーケンスおよび関連付けられた内容メタデータを受け取
るステップと；
　前記シーケンスに関連付けられた前記内容メタデータを使ってオーディオ随伴物データ
ベース中でマッチするオーディオ随伴物メタデータを位置特定するステップと；
　前記位置特定されたオーディオ随伴物メタデータを前記シーケンスに関連付けられたプ
レイリストにコンパイルするステップと；
　位置特定されたオーディオ随伴物メタデータと前記内容メタデータの間のマッチの度合
いを導出するステップと；
　前記少なくとも一つの画像が表示される間、導出された前記マッチの度合いに基づく、
コンパイルされたオーディオ随伴物のランク付けされた順序で、コンパイルされた前記プ
レイリストを再生または呈示するステップと；
　前記位置特定されたオーディオ随伴物を、前記シーケンスのための随伴物として提供す
るステップとを含んでおり、前記マッチのために、マッチするオーディオ随伴物メタデー
タを位置特定するために使われる内容メタデータは、非音楽キーフレーズを含み、前記デ
ータベースはキーフレーズでインデックス付けされている、
方法。
【請求項１９】
　コンテンツを有する少なくとも一つの画像のシーケンスに、それとともに同時呈示する
ためのオーディオ随伴物を関連付ける装置であって：
　画像／メタデータ・取り込み／生成モジュールと、
　オーディオ随伴物メタデータ検索／関連付けモジュールと、
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　オーディオ随伴物提案／再生モジュールと、
　画像シーケンス表示モジュールとを含むソフトウェア・モジュールを有しており、
　前記画像／メタデータ・取り込み／生成モジュールは、シーケンスを取り込み、前記少
なくとも一つの画像の内容を記述するメタデータを取り込み、生成するよう構成されてお
り；
　前記オーディオ随伴物メタデータ検索／関連付けモジュールは、前記の関連付けられた
メタデータを検索基準として使ってマッチするオーディオ随伴物を求めてオーディオ随伴
物データベースを検索し、前記マッチのために、前記内容メタデータはキーフレーズを含
み、前記データベースはキーフレーズでインデックス付けされており；
　前記キーフレーズは非音楽キーフレーズであり；
　前記オーディオ随伴物提案／再生モジュールは、前記少なくとも一つの画像が表示され
る間、コンパイルされた前記プレイリストを、導出されたマッチの度合いに基づく、コン
パイルされたオーディオ随伴物のランク付けされた順序で再生または呈示することによっ
て、前記検索から帰結するオーディオ随伴物のプレイリストを提案し；
　前記画像シーケンス表示モジュールは、前記オーディオ随伴物提案／再生モジュールが
前記検索から帰結するオーディオ随伴物を再生するときに前記シーケンスを同時表示する
、
装置。
 
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、デジタル画像のシーケンスのメタデータを使って、その画像メタデータと類
似するテキストおよびメタデータをもつ音楽および音を含むオーディオ随伴物を同定し、
関連付け、提案されるプレイリストまたは視覚と音のショーとしてユーザーに呈示するた
めに前記同定されたオーディオと組み合わされたシーケンスを作成することに関する。
【背景技術】
【０００２】
　ますます多くの消費者システムがさまざまなタイプのコンテンツの保存および再生を組
み合わせている。結果として、人がデジタル写真を再生するために使うシステムはしばし
ばそれらの写真を表示しながら音楽の伴奏も再生できる。問題は、この可能性が、写真ス
ライドショー（デジタル画像のシーケンス）に随伴する適切な音楽をみつけ、選択すると
いう、ユーザーにとっての追加的なタスクを導入するということである。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
したがって、特定のデジタル画像シーケンスの内容にマッチするオーディオ随伴物を自動
的に再生する（または提案する）方法が必要とされている。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　ある実施形態では、本発明のシステム、装置および方法は、（写真、写真アルバム、家
庭用ビデオのような）デジタル画像のメタデータを用いて、それらの写真に関係した歌テ
キストを含む音楽を検索する方法を提供する。
【０００５】
　これを達成するために：
（１）画像（単数または複数）（のセット／シーケンス）から、あるいは画像メタデータ
からテキスト・ラベルが導出され、
（２）これらのテキスト・ラベルまたはキーフレーズは少なくとも一つのキーワードを含
んでおり、音楽タイトルまたは該音楽に関連付けられた歌テキストの（顕著な）部分また
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はオーディオのメタデータにこれらのキーフレーズを含むオーディオ随伴物をみつけるた
めに使われる。
【０００６】
　多くの古典的な曲はその音楽に歌詞がつけられてきた。たとえば、「I'm　Always　Cha
sing　Rainbows」はショパンの幻想即興曲に歌詞をつけた歌である。さらに、歌詞のない
多くの楽曲はスライドショーのためのバックグラウンドミュージックとして適切である。
たとえば海辺のスライドショーがオーシャン・ミュージック（ocean　music）と関連付け
られるなどである。音楽に加え、サウンドトラックがオーディオ随伴物として提供される
。この後者のオーディオ随伴物は、その内容を記述する関連付けられたメタデータを有す
る必要がある。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００７】
　以下の記述は限定ではなく例示の目的で与えられていることが当業者には理解されるも
のとする。当業者は本発明の精神および付属の請求項の範囲内にはいる多くの変形がある
ことを理解する。既知の機能および動作の無用な詳細は、本発明を埋没させることのない
よう、本記載からは省略されることがある。
【０００８】
　ある好ましい実施形態では、ユーザーによって提供されるデジタル画像の内容および特
性が、キーフレーズとなりうるテキスト・ラベル（画像メタデータ）を導出するために使
われる。キーフレーズは、ユーザーが指定した画像名／ラベルから導出される少なくとも
一つのキーワードを含む。あるいはキーフレーズは画像のテキスト注釈から導出される。
ある好ましい実施形態では、画像のシーケンスの内容は、テキスト内容については光学式
文字認識（OCR）を使って、場面については画像場面認識を使って、オブジェクト（人お
よび動物を含む）については画像オブジェクト認識を使って認識される。ユーザーによっ
て供給される画像特性は画像メタデータとして扱われ、当該画像（単数または複数）のユ
ーザー固有データ（たとえば民族、性、年齢、職業）、作成時および作成場所情報のよう
な項目を含むことができる。これが意味のある名前に、あるいは標準化されたキーワード
を含み、最もありそうな起こっているイベントおよび位置を記述するキーフレーズ（たと
えば誕生日、クリスマス、ニューヨーク、パリ、夏休み）に変換される。
【０００９】
　ある実施形態では、画像内容解析アルゴリズムを使って、画像の風景が分類され、画像
を記述するメタデータが提供され、このメタデータが、キーフレーズでインデックスされ
たオーディオ随伴物のデータベースを検索する検索語として使用できる。そのようなクラ
スに関連付けられた単語またはラベルも、その後関係するオーディオ・コンテンツをみつ
けるために使われるテキスト・ラベル（画像メタデータ）を導出するために使われる。た
とえば、全体的な白さから冬の場面を検出することが可能である。そのような特性の識別
情報は、冬、雪、白といったある種のテキスト・メタデータ（ラベル）に変換される。こ
れらのメタデータは次いで、冬、雪などについての歌テキストおよびオーディオ・メタデ
ータを有するオーディオをみつけるために使用できる。
【００１０】
　ある好ましい実施形態では、画像のメタデータが組み合わされる。たとえば、場面解析
情報が（他の単語のうち）「白」を与える一方、時間情報は「クリスマス」に変換される
ことができる。本発明は、この例では曲「ホワイト・クリスマス」および雪が降る音を見
出す。
【００１１】
　ある好ましい実施形態では、選択されたオーディオ随伴物は、画像のシーケンスをカバ
ーするために時間的に引き延ばされる。というのも、一般的に、そのようなシーケンスに
とって、構成する画像のそれぞれについて別のオーディオ随伴物にスキップするのは望ま
しくないからである。したがって、画像のシーケンスについて入手可能なメタデータをシ
ーケンス全体のための記述に統合することが有利である。次いで、統合メタデータを使っ
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て、画像のシーケンス全体について好適な少なくとも一つのオーディオ随伴物が選ばれる
ことができる。
【００１２】
　あるさらなる代替的な実施形態では、メタデータの有意なテキスト・ラベルへの変換が
、ユーザーについての情報（たとえば、適切なレベルの位置の粒度を与えるための地理的
な自宅位置、正しいイベントを導出するための地域的／文化的背景、休日を決定するため
の個人／家族情報など）を入手可能にすることによって改善される。
【００１３】
　ある好ましい実施形態では、効果音が、画像（単数または複数）のメタデータに関係す
るオーディオ随伴物として提供される。たとえば、パーティーのスライドショーにグラス
の音を加えてもよい。群衆の映像がざわめき音をトリガーしてもよい。
【００１４】
　ここで図１を参照すると、本発明に基づく方法のある好ましい実施形態の流れ図の一例
が示されている。ステップ１０２では、画像または画像のシーケンス１０１が、関連付け
られたメタデータ１０１とともに入力される。該メタデータは、少なくとも一つの画像に
ついて、受領されるか作成されるうち少なくとも一方をされている。画像およびメタデー
タは次いで短期持続性メモリ１０３に保持される。画像メタデータはユーザーが入力する
ことができ、あるいは本発明によって導出されることができるもので、日付、時刻、イベ
ント、位置、イベントのユーザーとの関係または他の記述子を含むことができる。本発明
のシステム、装置および方法は、用語およびその同義語のシソーラス１０４．１を含むこ
とができ、これが、ユーザーによって入力されたメタデータを標準的なセットに規格化す
るために使われる。たとえば、マム、母、お母さん、ママ、マードレなどはみな、画像の
同じ「母」属性を指す。同様に、本発明の方法１００は、白い冬の場面などの画像メタデ
ータの生成のための画像解析機能を含むことができる。ユーザー入力メタデータおよびシ
ステム生成メタデータを含む両タイプのメタデータが、画像シーケンスとともに持続性メ
モリ１０３に保存される。入力画像シーケンスのための対応するオーディオ随伴物を位置
特定するために、少なくとも一方のタイプが、本発明のシステム３００、装置２００およ
び方法１００のために保存されねばならない。
【００１５】
　前もって標準化されたオーディオ随伴物メタデータで注釈付け（インデックス付け）さ
れたオーディオ随伴物データベース１０４が設けられる。短期持続性メモリ１０３に保持
されている標準化された取り込まれた／生成された画像メタデータを使って、ステップ１
０５で、マッチする音楽メタデータを求めて設けられている音楽データベース１０４が検
索される。ステップ１０６では、すべてのマッチするメタデータがプレイリストにコンパ
イルされ、当該画像（単数または複数）に関連付けられ、持続性メモリ１０３に保持され
る。ある好ましい実施形態では、マッチの度合いも導出される。たとえば、冬および白の
画像とユーザー提供された日付12/25は「ホワイト・クリスマス」とは100%のマッチに、
「ウォーキング・イン・ア・ウィンター・ワンダーランド」とはより低いマッチにつなが
るであろう。ステップ１０７では、検索結果が持続性メモリ１０３から取得され、最良マ
ッチが再生されるか、画像が表示されている間の音楽随伴物提案のランク付きリストに呈
示されるかする。ある好ましい実施形態では、画像およびオーディオ注釈の両方がのちの
取得、表示および再生のためにデータベース１０８に保存される。
【００１６】
　ここで図２を参照すると、画像が表示されている間にオーディオ随伴物を画像と関連付
けるため、あるいはオーディオ随伴物のプレイリストをユーザーに対して呈示するための
装置２００が示されている。本装置は、画像、画像シーケンスならびに該画像および画像
シーケンスを記述するメタデータを受領する、画像メタデータ取り込み／生成モジュール
２０１を有する。メタデータは日付、時刻、季節、イベント、ユーザーとの関係、個人（
単数または複数）／ペット（単数または複数）の名前（単数または複数）、画像および画
像シーケンスの位置を含む。ユーザーによって入力されたメタデータは、モジュール２０
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えば海または湖、島などである。ひとたび画像およびそのメタデータが取り込まれ、入力
画像シーケンスについてのメタデータがモジュール２０１によって生成されたら、短期持
続性メモリ１０３に保持される。次いで、検索／関連付けモジュール２０３が、そのメタ
データに基づいて、好適なオーディオ随伴物を求めてデータベース１０２を検索する。提
案／再生モジュール２０４が、プレイリストを提案するか、検索から帰結する最も関連性
のあるオーディオ随伴物を再生するかの少なくとも一つをする。ある好ましい実施形態で
は、結果は、将来の取得および再生のために、注釈付けされた画像のデータベース１０８
に保存される。持続性メモリ１０３は、装置２００を組み込んでいる表示装置が画像シー
ケンスを表示することをユーザーが望むだけしか続かない比較的短期のメモリである。
【００１７】
　ここで図３を参照すると、図２の装置２００を組み込んでいるシステム３００が示され
ている。システム３００はデジタル画像コンテンツおよびユーザーによってそのために入
力されたメタデータ１０１を受け容れ、図２の装置２００を使って、必要なら、シソーラ
ス１０４．１を援用して、追加的な画像メタデータを生成する。適切なオーディオ随伴物
をそのデータベース１０４中で位置特定し、入力シーケンスに関連する結果として得られ
るオーディオ随伴物を短期持続性メモリ１０３に保存するためである。システムは次いで
、画像／シーケンスを表示３０２している間そのオーディオ随伴物を再生３０１するか、
あるいは結果のプレイリストをユーザーに提案３０２するかする。結果および画像（単数
または複数）は将来の取得および閲覧のために注釈付けされた画像データベース１０８に
保存されることもできる。
【００１８】
　本発明の好ましい実施形態が例示および記載されてきたが、当業者は、本発明の真の範
囲から外れることなく、ここに記載されるシステム、装置および方法が例示的であり、さ
まざまな変形および修正がなしえ、その要素について等価物が代用されうることを理解す
るであろう。さらに、その中心的な範囲から外れることなく、本発明の教示を、音／効果
音セットアップをもつ特定の画像再生に適応させるために多くの修正がなされうる。した
がって、本発明は、本発明を実施するために考えられている最良の形態として開示されて
いる個別的な実施形態に限定されるものではなく、本発明は、付属の請求項の範囲にはい
るあらゆる実施形態を含むものであることが意図されている。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】本発明に基づく方法の機能的な流れ図である。
【図２】音楽を歌詞と関連付ける本発明に基づく装置を示す図である。
【図３】本発明に基づくシステムを示す図である。
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