
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　撮影して得られた複数の写真画像を、該写真画像のデジタルデータを解析することによ
り互いに類似する写真画像からなる類似写真画像群に分類する分類手段と、
　前記類似写真画像群毎に、所定の選別条件を満たす写真画像を合格写真画像として抽出
する合格写真画像抽出手段と、
　抽出された前記合格写真画像と、他の写真画像とを分別して処理する分別処理手段とを
備え

【請求項２】
　前記選別条件設定手段が、１つの前記類似写真画像群に対して少なくとも１つの前記合
格写真画像を抽出することができるように前記選別条件を設定するものであることを特徴
とする請求項 記載の写真画像選別装置。
【請求項３】
　前記選別条件設定手段が、各前記類似写真画像群に含まれる写真画像の数に基づいて、
前記写真画像が多い類似写真画像群ほど、前記選別条件を厳しく設定するものであること
を特徴とする請求項 記載の写真画像選別装置。
【請求項４】
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、
　前記合格写真画像抽出手段が、選別条件設定手段を有し、
　該選別条件設定手段が、前記類似写真画像群毎に前記選別条件を設定することが可能な
ものであることを特徴とする写真画像選別装置。

１

１



　前記選別条件設定手段が、各前記類似写真画像群に対して指定された合格写真画像の数
に応じて前記選別条件を設定するものであることを特徴とする請求項 記載の写真選別装
置。
【請求項５】
　前記分別処理手段が、前記合格写真画像のみを印刷する処理を行うものであることを特
徴とする請求項１から のいずれか１項記載の写真画像選別装置。
【請求項６】
　前記分別処理手段が、前記合格写真画像と前記他の写真画像とを異なるサイズで印刷す
る処理を行うものであることを特徴とする請求項１から のいずれか１項記載の写真画像
選別装置。
【請求項７】
　前記分別処理手段が、前記合格写真画像と前記他の写真画像とを分別して記録媒体に記
録させる処理を行うものであることを特徴とする請求項１から のいずれか１項記載の写
真画像選別装置。
【請求項８】
　前記分別処理手段が、前記合格写真画像のみを記録媒体に記録させて保存する処理を行
うものであることを特徴とする請求項１から のいずれか１項記載の写真画像選別装置。
【請求項９】
　前記分別処理手段が、表示手段であり、前記合格写真画像のみを表示するものであるこ
とを特徴とする請求項１から のいずれか１項記載の写真画像選別装置。
【請求項１０】
　前記分別処理手段が、スライド表示手段であり、前記合格写真画像と前記他の写真画像
とを異なる表示時間でスライド表示するものであることを特徴とする請求項１から のい
ずれか１項記載の写真画像選別装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、撮影により取得した複数の写真画像を選別する選別装置およびプログラムに関
するものである。
【０００２】
【従来の技術】
デジタルカメラ（カメラ付き携帯電話機を含む。以下同じ）の普及およびデジタルカメラ
により撮影して得た写真画像を記録保存する内蔵メモリや、メモリカードなどのメディア
の大容量化および低価格化に伴って、デジタルカメラを使用した撮影が気軽に行われ、撮
影ショット数が飛躍的に増える傾向がある。例えば、スナップ写真の撮影を行う際に、被
写体の良い表情の瞬間の写真を撮るために、同じ被写体を複数回撮影することが多い。ま
た、スポーツ写真などの場合にはタイミングの良い画像を得るために連続して多数の撮影
を行うのが普通である。これらの多量な画像データを閲覧したり、編集したりする際には
、ユーザが気に入った画像（ベターショット）を見つけ出すことが必要である。
【０００３】
デジタルカメラにより取得した写真画像を管理するソフトウェアとして、例えば、デジタ
ルカメラにより取得した写真画像をサムネイル表示し、表示したサムネイル画像のうちの
１コマが選択されたとき、この１コマを拡大表示するようにコンピュータ上で動作するデ
ジタルカメラの写真画像管理ソフトが様々開発されているが、サムネイル表示された画像
が小さ過ぎて人物の表情の良し悪しまで判別できないケースが多く、サムネイル画像から
ベターショットを選別するのは困難である。一方、拡大表示すると、画像の良し悪しを判
断することが容易であるが、複数のコマの比較が難しいため、連続撮影して得た写真画像
からベターショットを選択するのに手間がかかり、効率が良くない。
【０００４】
また、近年、プリント注文受付機が普及してきているが、これらのプリント注文受付機を
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利用してプリント注文を行う際にプリントすべきコマを選ぶ方法としては、写真画像を記
録したメモリカードや、ＣＤ－ＲＯＭなどの記録媒体を挿入し、写真画像を一覧表示して
プリント注文したいコマを指定するか、全コマプリントボタンを押すことによって全ての
写真画像をプリント注文するかのいずれかの操作方法しかない。一覧表示した写真画像か
らプリント注文したいコマを指定する方法は、前述のように画像の良し悪しの判断が難し
いという問題があり、全コマプリントを行う方法は、不要な画像までプリントしてしまう
ため、無駄が多く、不経済である。
【０００５】
特許文献１には、多量の写真画像からベターショットを自動的に選択する方法を提案して
いる。この方法は、複数の写真画像に対して解析処理を行い、所定の判定基準を満たす写
真画像（合格画像）と他の写真画像（不合格画像）とを区別できるように保存することに
よって、ユーザに代わって自動的にベターショットを他の写真画像とを分別することがで
きるので、効率が良い。プリントするプリント装置側において、合格画像のみを印刷した
り、或いは合格画像を本印刷すると共に、不合格画像をインデックス印刷したりするなど
、合格画像と不合格画像とに対して異なる処理を行うことができる。
【０００６】
【特許文献１】
特開２００１－２５６４９８号公報
【０００７】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、例えば、スポーツ写真画像を撮影する際に、あるタイミング（例えばゴー
ルした瞬間）で１コマしか撮影できなかった場合、画質の良し悪しにかかわらず、撮影者
としてはこのコマの画像を残したい。このような場合、特許文献１記載の方法では、撮影
者が欲しいコマを不合格画像として判断してしまう可能性がある。後にこれらの分別処理
がなされた写真画像をプリントするなどの再生処理を行う際に、撮影者にとって貴重なシ
ーンの画像が印刷されなかったり、インデックス印刷しかされなかったりするなどの問題
が起きてしまう。
【０００８】
本発明は、上記事情に鑑みてなされたものであり、複数の写真画像から自動的にベターシ
ョットを選別すると共に、画質の良し悪しに拘わらずユーザが必要とする可能性のあるシ
ーンの写真画像を確実に残すことができる写真画像選別装置およびそのためのプログラム
を提供することを目的とするものである。
【０００９】
【課題を解決するための手段】
本発明の写真画像選別装置は、撮影して得られた複数の写真画像を、該写真画像のデジタ
ルデータを解析することにより互いに類似する写真画像からなる類似写真画像群に分類す
る分類手段と、
前記類似写真画像群毎に、所定の選別条件を満たす写真画像を合格写真画像として抽出す
る合格写真画像抽出手段と、
抽出された前記合格写真画像と、他の写真画像とを分別して処理する分別処理手段とを備
えてなることを特徴とするものである。
【００１０】
すなわち、本発明の写真画像選別装置は、まず、複数の写真画像を類似画像群に分け、各
類似画像群から合格写真画像を抽出すると共に、これらの合格写真画像と他の写真画像と
を分別して処理するものである。
【００１１】
ここで、本発明における「写真画像」とは、写真画像を表すデジタルデータのことを意味
し、撮影して得た得られた複数の写真画像」とは、例えばメモリカードなどのメディアに
記録された、デジタルカメラにより撮影して得た複数の写真画像とすることができるが、
これに限られるものではなく、例えば、撮影済みの銀塩写真フィルムをスキャンして得た
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複数の写真画像のデジタルデータも含むものである。
【００１２】
類似画像群を構成する「互いに類似する写真画像」とは、類似したシーンを撮影して得た
写真画像であることが望ましく、シーンの特徴が類似していることは勿論、撮影の日時、
場所、カメラの向きなどに加え、レンズの焦点距離若しくは焦点位置、オートフォーカス
の距離、ストロボ使用の有無などの撮影条件もが類似した写真画像であることが好ましい
。
【００１３】
前記複数の写真画像を類似写真画像群に分類する分類手段としては、これらの写真画像の
色、被写体の形などのシーンの特徴を解析することによってシーンの特徴が類似した画像
を同じ類似写真画像群に分類するだけでなく、更に、例えば画像の付属情報として付され
た撮影日時、場所、カメラの向きなどの情報および前述した各々の撮影条件にも基づいて
、分類を行うものであることが好ましい。
【００１４】
本発明の合格写真画像抽出手段は、類似写真画像毎に、所定の選別条件を満たす写真画像
を合格写真画像として抽出するものであり、前記所定の選別条件は、画質レベル条件を含
むものであることが好ましい。ここで、画質レベルとは、写真画像の全体の質を意味し、
例えば、露出アンダーまたはオーバーの有無、ピンぼけまたは手ぶれ画像であるか否かな
どを例として挙げることができる。また、被写体が人物の場合、顔部分のピントが合って
いるか否か、目が開いているか否かなども画質のレベルを示すものである。顔部分のピン
トの良し悪しを判断するには、顔抽出技術を用いて顔部分の画像を抽出して判断すること
ができ、目が開いているか否かの判断は、例えば、赤目抽出技術を適用することができる
。これらの技術には特に限定はなく、公知の種々の技術を適用することが可能である。
【００１５】
さらに、ストロボ発光ミスで撮り直した写真画像であるか否かも画質レベルの１つの例と
して挙げることができ、この場合、例えば、撮影時間が隣接し、かつ背景が類似した２つ
の写真画像は、そのタグ情報に含まれるストロボの使用情報が相違する（１つはストロボ
使用、１つは使用していない）場合は、ストロボ使用した写真画像を合格写真画像とする
か、後に撮影して得た写真画像を合格写真画像とするかのように合格写真画像を抽出する
ことができる。
【００１６】
また、本発明の写真画像選別装置の前記合格写真画像抽出手段は、選別条件設定手段を有
し、該選別条件設定手段が、前記類似写真画像群毎に前記選別条件を設定することが可能
なものであることが好ましい。
【００１７】
前記選別条件設定手段は、１つの前記類似写真画像群に対して少なくとも１つの前記合格
写真画像を抽出することができるように前記選別条件を設定するものであることが望まし
い。
【００１８】
前記選別条件設定手段は、各前記類似写真画像群に含まれる写真画像の数に基づいて、前
記写真画像が多い類似写真画像群ほど、前記選別条件を厳しく設定するものとしても良い
。
【００１９】
また、前記選別条件設定手段は、各前記類似写真画像群に対して指定された合格写真画像
の数に応じて前記選別条件を設定するものとしてもよい。
【００２０】
本発明の写真画像選別装置の前記分別処理手段は、類似写真画像群毎に抽出した合格写真
画像と他の写真画像とを分別して処理するものであり、ここで、「分別して処理する」こ
ととは、合格写真画像と他の写真画像に対して、異なる処理方式で処理することであって
もよく、同じ処理方式での異なるレベルで処理することであってもよい。「異なる処理方
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式で処理する」とは、例えば、合格写真画像を印刷するが、他の写真画像を印刷せず、Ｃ
Ｄ－Ｒなどの記録媒体に記録させるようなことを意味し、「同じ処理方式の異なるレベル
で処理する」とは、印刷の場合、合格写真画像のみを印刷する処理を行うことであっても
よく、合格写真画像と他の写真画像とを異なるサイズ（合格写真画像を通常サイズ、他の
写真画像はインデックス印刷サイズ）で印刷することであってもよい。
【００２１】
また、記録媒体に記録させて保存を行う場合、合格写真画像と他の写真画像とを分別して
記録媒体に記録させるようにしてもよく、合格写真画像のみを記録媒体に記録させるよう
にしてもよい。ここで、合格写真画像と他の写真画像とを「分別して記録媒体に記録させ
る」こととは、合格写真画像と他の写真画像を区別できるように記録媒体に記録させるこ
とを意味し、例えば、異なるフォルダに記録させる、合格写真画像を高解像度で記録させ
ると共に他の写真画像を低解像度で記録させる、合格写真画像か他の写真画像かが分かる
ように夫々の写真画像に付属情報を付して記録させるなどのことを例として挙げることが
できる。
【００２２】
また、表示する場合、本発明の写真画像選別装置の前記分別処理手段は、合格写真画像の
みを表示するものであることが好ましい。
【００２３】
また、前記複数の写真画像をスライド表示する場合、前記分別処理手段は、合格写真画像
と前記他の写真画像とを異なる表示時間、望ましくは合格写真画像に対しては長い表示時
間で、他の写真画像に対しては、合格写真画像の表示時間より短い表示時間でスライド表
示するものであるが好ましい。
【００２４】
本発明のプログラムは、撮影して得られた複数の写真画像を、該写真画像のデジタルデー
タを解析することにより互いに類似する写真画像からなる類似写真画像群に分類する分類
処理と、
前記類似写真画像群毎に、所定の選別条件を満たす写真画像を合格写真画像として抽出す
る合格写真画像抽出処理と、
抽出された前記合格写真画像と、他の写真画像とを分別して処理する分別処理とをコンピ
ュータに行わせることを特徴とするものである。
【００２５】
【発明の効果】
本発明の写真画像選別装置によれば、撮影して得た複数の写真画像から合格写真画像を抽
出する際に、まずこれらの写真画像を類似写真画像群に分類し、類似写真画像群毎に合格
写真画像を抽出するようにしているので、ベターショットを見付け出すことができると共
に、類似シーンの中のベターショットを自動的に見つけ出すことができる。
【００２６】
本発明の写真画像選別装置の合格写真画像抽出手段に、合格写真画像を抽出する際に用い
られる選別条件を類似写真画像群毎に設定する選別条件設定手段を設け、該選別条件設定
手段により、例えば、１つの類似写真画像群から少なくとも１つの合格写真画像を抽出す
るように選別条件を設定するようにすれば、１つの類似写真画像群、すなわち、撮影者が
意図して撮影したシーン毎に、少なくとも１つの写真画像を合格写真画像として抽出する
ことができるので、前述したゴール時の例のように、１つのシーンに対して１ショットし
か撮影できなかった場合、画質が多少悪くても、貴重なショットであるので、合格写真画
像として選別されたい撮影者の意思に沿った処理ができる。
【００２７】
また、類似写真画像群に分類された写真画像は、撮影者が同じシーンまたは被写体を複数
回撮影して得た写真画像である可能性が高いため、本発明の画像選別装置の選別条件設定
手段は、類似写真画像群に含まれる写真画像の数に基づいて、写真画像の数が多い類似写
真画像ほど、選別条件を厳しく設定するようにすれば、ベターショットの数を絞ることが
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でき、同じシーンまたは被写体の写真画像を多量に合格写真画像として選出することによ
って生じる無駄を避けることができる。
【００２８】
また、選別条件設定手段は、指定された合格写真画像の数に応じて選別条件を設定するよ
うにすれば、具体的には、抽出したい合格写真画像の数が少なければ選別条件を厳しく設
定するようにすれば、ユーザが欲しい数の合格写真画像を選出することができる。
【００２９】
本発明の写真画像選別装置は、様々な分野で応用することができ、例えば、プリントを行
う場合、本発明の写真画像選別装置の分別処理手段として、合格写真画像のみを印刷する
ように動作すれば、他の写真画像のプリントを避けることができ、経済的である。また、
合格写真画像を通常サイズで印刷を行うが、他の写真画像を異なるサイズ、望ましくはイ
ンデックス印刷などの小さいサイズで印刷を行うようにすれば、合格写真画像のみを本印
刷でき、他の写真画像は小さいサイズで印刷したので、経済的であると共に、他の写真画
像の内容をユーザに確認させることもできる。
【００３０】
また、本発明の写真画像選別装置の分別処理手段は、写真画像を記録媒体に記録させる保
存処理を行うものである場合、合格写真画像のみを記録媒体に記録させるようにすれば、
後にこの記録媒体に記録された写真画像を利用する際に、合格写真画像しかないので、便
利である。一方、合格写真画像と他の写真画像とを分別して記録させるようにすれば、後
に利用する際に、合格写真画像と他の写真画像とを簡単に区別することができ、便利であ
ると共に、他の写真画像も記録されるので、必要なら他の写真画像の中からも利用したい
写真画像を捜すことができるから安心である。
【００３１】
また、本発明の写真画像選別装置の分別処理手段は、写真画像を表示する表示手段である
場合、合格写真画像のみを表示するようにすれば、ユーザにとっては合格写真画像のみを
見ればよいので、便利である。一方、写真画像をスライド表示する場合、合格写真画像と
他の写真画像とを異なる表示時間、具体的には合格写真画像を長時間、他の写真画像を　
それより短い時間で表示するようにしてもよく、こうすることによって、ユーザは合格写
真画像と他の写真画像との区別ができると共に、両方確認することができる。
【００３２】
【発明の実施の形態】
以下、図面を参照して、本発明の実施形態について説明する。
【００３３】
図１は、本発明の実施形態となる写真画像出力サービスシステムの構成を示すブロック図
である。図１（ａ）に示すように、本実施形態の写真画像出力サービスシステムは、デジ
タルカメラにより撮影して得た複数の写真画像を記録したメモリカード１から複数の写真
画像Ｓ（Ｓ１，Ｓ２，．．．Ｓｎ　ｎ：２以上の整数）を読み出す読取部１０と、写真画
像Ｓのうちのお互いに類似する写真画像をグループ化することによって写真画像Ｓを複数
のグループＧ（Ｇ１，Ｇ２，．．．Ｇｍ　ｍ：１以上ｎ以下の整数）に分類する分類部１
５と、分類部１５によりグループ化した各グループＧから合格写真画像ＳＡ（ＳＡ１，Ｓ
Ａ２，．．．ＳＡｋ　ｋ：ｍ以上ｎ以下の整数）を抽出する抽出部２０と、抽出部２０に
より抽出した各々の合格写真画像ＳＡを夫々印刷してプリントを得る印刷部３０と、抽出
部２０により抽出した合格写真画像ＳＡおよび合格写真画像ＳＡ以外のほかの写真画像Ｓ
Ｂ（ＳＢ１，ＳＢ２，．．．ＳＢｊ　ｊ＝（ｎ－ｋ））を夫々記録媒体ＣＤ－Ｒの異なる
フォルダに記録させる記録部４０とを備えてなるものである。
【００３４】
分類部１５は、具体的には、下記のように写真画像Ｓをグループ化するものである。まず
各写真画像Ｓの付属情報にある撮影時間情報を参照し、隣接して撮影した写真画像のうち
、所定の閾値より撮影時間の間隔が短い写真画像を同じグループに分類することによって
、写真画像ＳをグループＧａ（Ｇａ１，Ｇａ２，．．．Ｇａｍ１　ｍ１：１以上の整数）
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にグループ化する。次いで、写真画像Ｓの付属情報にある撮影場所情報を参照し、同じグ
ループＧａの写真画像のうち、撮影場所が同じ写真画像を更にグループ化し、グループＧ
ｂ（Ｇｂ１，Ｇｂ２，．．．Ｇｂｍ２　ｍ２：ｍ１以上の整数）を得る。そして、同じグ
ループＧｂの写真画像のうち、カメラの向きが同じ写真画像を同じグループに分類するよ
うにしてグループＧｃ（Ｇｃ１，Ｇｃ２，．．．Ｇｃｍ３　ｍ３：ｍ２以上の整数）を得
る。最後に、各グループＧｃのうち、撮影場所が同じグループに対して、写真画像のシー
ンの特徴を解析し、異なるグループではあるが、写真画像のシーンの特徴が略同するグル
ープＧｃ（すなわち撮影時間が異なるが、同じシーンを撮影して得た写真画像からなるグ
ループ）を統合して同じグループにすることによってグループＧ（Ｇ１，Ｇ２，．．．Ｇ
ｍ）を得る。
【００３５】
抽出部２０は、各グループＧから合格写真画像を抽出するものであり、図１（ｂ）は、そ
の構成を示すブロック図である。図示のように、抽出部２０は、合格写真画像を選別する
基準をグループ毎に設定する選別条件設定部２０ａと、選別条件設定部２０ａにより設定
された選別条件を満たす写真画像を合格写真画像として該当するグループから抽出する抽
出実行部２０ｂとからなるものである。
【００３６】
選別条件設定部２０ａは、各グループの写真画像の数を取得し、この数に基づいて下記の
ルールに従って選別条件を設定する。
【００３７】
１．　  写真画像の数が多いグループほど、選別条件を厳しく
２．　  １コマしかないグループは、この１コマの画像を合格写真画像とする
選別条件は、システムの構成によって様々とすることができるが、本実施形態においては
、選別条件設定部２０ａは、具体的には、風景写真の場合、露出アンダー／オーバーの程
度（無しを含む）、ピンボケの程度（無しを含む）、手ぶれの程度（無しを含む）を選別
条件とし、グループの写真画像の数に応じて、数が多いグループほど、該グループから合
格写真画像を選別する基準（上述した露出アンダー／オーバー、ピンボケ、手ぶれなどの
程度）を厳しく設定すると共に、人物写真の場合、風景写真の選別条件に加え、顔部分の
ピンボケの有無およびその程度、目瞑りの有無を重点において選別条件を設定する。なお
、人物写真画像の場合、顔部分の画質が最も重要であるので、顔部分のピンボケ程度、目
瞑りの有無だけを選別条件として設定するようにしてもよい。
【００３８】
抽出実行部２０ｂは、選別条件設定部２０ａにより設定された選別条件で各グループから
合格写真画像を抽出する。具体的には、例えば、１コマしかないグループに対して設定さ
れた選別条件（この１コマが合格写真画像である）に従って、１コマしかないグループの
写真画像を合格写真画像として抽出する。複数の写真画像を有するグループに対して、ま
ず、該当するグループの写真画像が風景写真画像か人物写真画像かを判別し、風景写真画
像であれば、このグループ内の各写真画像を解析することによって、その露出アンダー／
オーバーの程度、ピンボケの程度、手ぶれの程度を取得すると共に、選別条件設定部２０
ａによりこのグループの写真画像の数に応じて設定した選別条件に基づいて合格写真画像
を抽出する一方、人物写真画像であれば、風景写真画像のための各選別条件に加え、顔部
分のピンボケの程度、目瞑りの有無に基づいて合格写真画像を抽出する。
【００３９】
露出アンダー／オーバーの程度、ピンボケの程度、手ぶれの程度、顔抽出、目瞑りの検出
などには特に限定はなく、知られている種々の技術を適用すればよい。例えばピンボケの
程度を検出するために、本実施形態において、一例として特公平３－７６４４９に記載さ
れている技術を適用する。すなわち、画像の局所的なコントラストと画像の全体的なコン
トラストを求め、画像の局所的なコントラストの度数分布から決まる値を第１の特徴量と
し、画像全体的なコントラストを第２の特徴量とし、この第１の特徴量および第２の特徴
量によって規定される特徴空間において、ピンボケ画像の領域とピンボケ画像ではない画
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像の領域を実験的に求めることによって２つの領域を区別する境界を予め決定して記憶し
ておき、実際に画像に対してピンボケの程度を検出する際に、この画像の第１の特徴量お
よび第２の特徴量を求めて前述の特徴空間に当てはめ、その座標が前述の境界に対してど
ちらにあるかによって該画像がピンボケ画像であるか否か、ピンボケ画像の場合、その座
標が前述の境界に対して離れる程度によってピンボケの程度を判断する。また、ピンボケ
の判断は、画像全体に対してではなく、主要被写体の部分（例えば経験上、画像の中央部
分）に対して行うようにしてもよい。
【００４０】
なお、選別条件設定部２０ａは、ピンボケに対して選別条件を設定する際に、写真画像の
数が多いグループほど、選別条件を厳しく、すなわち合格写真として選別される写真画像
のピンボケの程度を低く設定するようにしている。
【００４１】
人物の写真画像の場合、顔部分の画像を抽出して、前述したピンボケ検出技術を適用する
ことによって、顔部分のピントが合っているか否か、合っていない場合におけるピンボケ
の程度を検出する。本実施形態において、写真画像から人物の顔部分の画像を抽出する際
に、一例として、特開２０００－４８１８４に記載される方法を適用する。具体的には、
まず、写真画像に対して顔領域を抽出するための画素削減や、輝度調整などの前処理を行
い、前処理された写真画像から肌色画素を検出する。次に肌色画素の検出結果から肌色画
素の射影分布を求めて、肌色画素の射影分布の形状を基に顔領域の特徴となる肌色塊領域
の検索を行って顔領域候補を見つける。最後にニューラルネットワークなどにより予め決
定した方法に基づいて顔領域候補が顔領域であるか否かの判断を行って顔部分の画像を抽
出する。
【００４２】
また、人物の写真画像の場合における目瞑りの検出において、赤目を検出する際によく用
いられる目の領域の抽出技術を適用することができる。例えば、まず、写真画像から目を
含み得る領域（手動により指定されたものであってもよいし、顔領域など自動的に判別さ
れたものであってもよい）を切り出し、この領域の画像の輝度ヒストグラムを作成し、輝
度ヒストグラムから低輝度ヒストグラム領域を抽出し、抽出した低輝度領域を修縮処理し
て目の領域全体を抽出する。抽出された目の領域の大きさ（無いことを含む）に基づいて
目瞑りの有無を判別する。
【００４３】
図２は、分類部１５および抽出部２０により写真画像ＳをグループＧに分類すると共に、
各グループから合格写真画像ＳＡを抽出する一例を示している。図示のように、読取部１
０により読み取った例の写真画像Ｓ（Ｓ１，Ｓ２，．．．Ｓ８）は、分類部１５の解析に
より下記のようになっている。画像Ｓ１、Ｓ２、Ｓ３は同じ撮影場所で、短い時間間隔で
撮影して得られたものであるが、画像Ｓ３のみがカメラの向きが異なる。画像Ｓ４、Ｓ５
は、画像Ｓ１、Ｓ２と撮影時間が異なるが、画像Ｓ１とＳ２とは同じ場所で同じシーンを
撮影して得たものである。画像Ｓ６、Ｓ７は、Ｓ１からＳ５までの写真画像と異なる時間
で、他の同じ場所で撮影して得たものである。画像Ｓ８は、画像Ｓ１からＳ７までと撮影
時間も、撮影場所も異なる。分類部１５は、このような構成の写真画像Ｓを画像Ｓ１、Ｓ
２、Ｓ４、Ｓ５からなるグループＧ１と、画像Ｓ３からなるグループＧ２と、画像Ｓ６、
Ｓ７からなるグループＳ３と、画像Ｓ８からなるグループＳ４の４つのグループに分類す
る。
【００４４】
抽出部２０は、各グループから合格写真画像ＳＡを抽出する。グループＧ２、Ｇ４は写真
画像１つしかないので、夫々の１つの写真画像Ｓ３、Ｓ８が合格写真画像として抽出され
る。グループＧ１の写真画像Ｓ１、Ｓ２、Ｓ４、Ｓ５は同じ人物を撮影して得た写真画像
であり、画像Ｓ２はピンボケしており、画像Ｓ５は目瞑りの写真であるため、グループＧ
１から合格写真画像としてＳ１、Ｓ４が抽出される。グループＧ３の写真画像Ｓ６、Ｓ７
は、風景を撮影したものであり、Ｓ７は手ぶれの写真であるため、グループＧ３から合格
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写真画像としてＳ６が抽出される。なお、ここの例において、各グループの写真画像の数
はそれほど多くないので、選別条件設定部２０ａにより、グループ内の写真画像の数に応
じて選別条件の設定の詳細説明を省略しているが、選別条件設定部２０ａは、例えば、１
枚より多く、５枚までのグループは同じ選別条件を、５枚より多く、１０枚までのグルー
プはより厳しい選別条件を設定するように動作するものとすればよい。
【００４５】
図３は、本実施形態の写真画像出力サービスシステムの動作を示すフローチャートである
。図示のように、本実施形態の写真画像出力サービスシステムは、デジタルカメラにより
撮影して得た複数の写真画像に対してプリントサービスおよびＣＤ－Ｒに記録保存するサ
ービスを行うのに当たって、まず、デジタルカメラにより撮影して得た複数の写真画像を
記録したメモリカード１から複数の写真画像Ｓ（Ｓ１，Ｓ２，．．．Ｓｎ　ｎ：２以上の
整数）を読み出す（Ｓ５）。分類部１５は、写真画像Ｓのうちのお互いに類似する写真画
像をグループ化することによって写真画像Ｓを複数のグループＧ（Ｇ１，Ｇ２，．．．Ｇ
ｍ　ｍ：１以上ｎ以下の整数）に分類する（Ｓ１０）。抽出部２０は、分類部１５により
グループ化した各グループＧから合格写真画像ＳＡ（ＳＡ１，ＳＡ２，．．．ＳＡｋ　ｋ
：ｍ以上ｎ以下の整数）を抽出する（Ｓ１５）。印刷部３０は、抽出部２０により抽出し
た各々の合格写真画像ＳＡを夫々印刷してプリントを得、記録部４０は、抽出部２０によ
り抽出した合格写真画像ＳＡおよび合格写真画像ＳＡ以外のほかの写真画像ＳＢ（ＳＢ１
，ＳＢ２，．．．ＳＢｊ　ｊ＝（ｎ－ｋ））を夫々記録媒体ＣＤ－Ｒの異なるフォルダに
記録させる（Ｓ２０）。
【００４６】
このように、本実施形態の写真画像出力サービスシステムは、デジタルカメラにより撮影
して得た複数の写真画像を類似写真画像群に分け、各類似写真画像群から少なくとも１つ
の合格写真画像を抽出するようにしているので、ベターショットを撮影者の代わりに選び
出すと共に、撮影者が意図して撮影した各シーンに対して少なくとも１枚の合格写真画像
を選出することができる。印刷部３０は、合格写真画像のみをプリントすることによって
、画質の良くない写真画像の無駄の印刷を避けることができ、記録部４０は、合格写真画
像と他の写真画像とをＣＤ－Ｒの異なるフォルダに記録することによって、後にこのＣＤ
－Ｒを利用する際に、合格写真画像と他の写真画像との区別が簡単にでき、便利である。
【００４７】
上述において、本発明の写真画像選別装置およびプログラムの一実施形態について説明し
たが、本発明は、上述した実施形態に限られるものではなく、本発明の主旨を変えない限
り、様々な変更、増減を加えることができる。
【００４８】
例えば、本実施形態の写真画像出力サービスシステムにおいて、抽出された合格写真画像
と他の写真画像とを分別して処理する分別処理手段として、印刷処理を行う印刷部３０と
記録保存処理を行う記録部４０とを２つ備えているが、どちらか１つのみを備えるように
してもよい。さらに、分別処理手段は、印刷処理、記録保存処理以外の他の処理、例えば
表示処理を行うものであってもよい。この場合、分別処理として、例えば、合格写真画像
のみを表示するようにする処理や、合格写真画像と他の写真画像とを異なる表示時間でス
ライド表示する処理であればよい。
【００４９】
また、本実施形態の写真画像出力サービスシステムにおいて、印刷部３０は、合格写真画
像のみをプリントするようにしているが、合格写真画像を通常サイズまたは指定されたサ
イズで印刷し、他の写真画像をインデックス印刷するようにしてもよい。なお、インデッ
クス印刷を行う際に、合格写真画像をも一緒に印刷してもよい。
【００５０】
また、本実施形態の写真画像出力サービスシステムにおいて、記録部４０は、合格写真画
像と他の写真画像とを異なるフォルダに記録させるようにしているが、合格写真画像のみ
を記録させるようにしてもよく、合格写真画像と他の写真画像とを区別することができる
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ように、例えば合格写真画像と他の写真画像とを異なる解像度で記録したり、異なる圧縮
率で圧縮して記録したり、合格写真画像か他の写真画像かが分かるような付属情報を付属
させて記録したりするなどのようにしてもよい。
【００５１】
また、本実施形態の写真画像出力サービスシステムにおいて、抽出部２０の選別条件設定
部２０ａが、類似写真画像群内の写真画像の数に応じて、写真画像が多い類似写真画像群
ほど、選別条件を厳しく設定するようにしているが、ユーザ所望またはシステム所定など
、指定された合格写真画像の数に応じて選別条件を設定するように、例えば抽出すべき合
格写真画像の指定コマ数が少ないほど、選別条件を厳しく設定するようにしてもよい。さ
らに、操作者の手動によって選別条件を設定することができるようにしてもよい。
【００５２】
本実施形態の写真画像出力サービスシステムは、メモリカードから写真画像を読み出して
処理を行うものであるが、ネットワークを介して送信されてきた写真画像に対して処理を
行うものであってもよく、さらに、写真画像を読み取る（または受信、保持する）装置、
類似写真画像群に分類する装置、合格写真画像を抽出する装置、分別処理を行う装置など
は、ネットワークにより接続可能な、夫々離れて設置される態様であってもよい。
【００５３】
また、本発明の処理対象となる写真画像は、デジタルカメラにより取得した写真画像に限
られるものではなく、銀塩フィルムや、プリントなどをスキャンして得た写真画像のデジ
タルデータも含むものである。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の一実施形態となる写真画像出力サービスシステムの構成を示すブロック
図
【図２】図１に示す写真画像出力サービスシステムにおける分類部１５および抽出部２０
の動作を説明するための例を示す図
【図３】図１に示す写真画像出力サービスシステムの動作を示すフローチャート
【符号の説明】
１　　メモリカード
１０　　読取部
１５　　分類部
２０　　抽出部
２０ａ　　選別条件設定部
２０ｂ　　抽出実行部
３０　　印刷部
４０　　記録部
Ｇ　　類似写真画像グループ
Ｓ　　写真画像
ＳＡ　　合格写真画像
ＳＢ　　他の写真画像
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】
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