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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含まれるオブジェクトを抽出するオブジェクト抽出部と、
　前記オブジェクト抽出部が抽出したオブジェクトの画像に基づいて、前記オブジェクト
の特徴量を算出する特徴量算出部と、
　オブジェクトを識別するオブジェクト識別情報に対応づけて、前記特徴量算出部が算出
したオブジェクトの特徴量を格納する特徴量格納部と、
　前記撮像部が撮像した画像に含まれるオブジェクトの特徴量と、前記特徴量格納部が格
納しているオブジェクトの特徴量とを比較して、オブジェクトの一致度が予め定められた
基準値以上であるか否かを判断する一致度判断部と、
　前記一致度判断部により、前記オブジェクトの一致度が予め定められた基準値以上であ
ると判断された場合に、前記画像に対応づけて、前記オブジェクト識別情報を格納するオ
ブジェクト識別情報格納部と、
　前記特徴量算出部に特徴量を算出させて前記特徴量格納部に特徴量を格納させるオブジ
ェクトを撮像するモードである登録モード、前記オブジェクト識別情報格納部に格納させ
るオブジェクト識別情報に対応づけられる画像を撮像するモードである撮像モード、及び
前記撮像部が撮像した画像を格納する画像格納部に格納された複数の画像のうちの少なく
とも１つを表示部に表示させる表示モードのうちのいずれかを選択するモード選択部と
を備え、
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　前記一致度判断部は、前記撮像モードが選択されている場合において、前記撮像部が新
たな画像を撮像した場合には、前記一致度を判断せず、
　前記特徴量格納部は、前記撮像モードが選択されている場合において、前記撮像部が新
たな画像を撮像した場合に、前記オブジェクト抽出部が抽出したオブジェクトの特徴量に
対して仮のオブジェクト識別情報を対応付けて格納し、
　前記一致度判断部は、前記表示モードが選択された場合に、前記特徴量格納部が仮のオ
ブジェクト識別情報を対応づけたオブジェクトの特徴量と、前記特徴量格納部が格納して
いるオブジェクトの特徴量とを比較して、オブジェクトの一致度を判断する
撮像装置。
【請求項２】
　前記一致度判断部は、前記撮像装置が予め定められた時間操作されなかった場合に、前
記特徴量格納部が仮のオブジェクト識別情報を対応づけたオブジェクトの特徴量と、前記
特徴量格納部が格納しているオブジェクトの特徴量とを比較して、オブジェクトの一致度
を判断する
請求項１に記載の撮像装置。
【請求項３】
　前記特徴量算出部は、前記オブジェクト抽出部が抽出したオブジェクトの色を特徴量と
して算出し、
　前記特徴量格納部は、オブジェクト識別情報に対応づけて、前記特徴量算出部が算出し
たオブジェクトの色を格納し、
　前記一致度判断部は、前記撮像部が新たに撮像した画像に含まれるオブジェクトの色と
、前記特徴量格納部が格納しているオブジェクトの色とを比較して、オブジェクトの一致
度を判断する
請求項１または２に記載の撮像装置。
【請求項４】
　前記オブジェクト識別情報格納部が格納している複数のオブジェクト識別情報から１つ
のオブジェクト識別情報をユーザの指示入力に基づいて選択するオブジェクト識別情報選
択部と、
　前記オブジェクト識別情報選択部が選択したオブジェクト識別情報に対応づけられて、
前記オブジェクト識別情報格納部が格納している少なくとも１つの画像を抽出する画像抽
出部と、
　前記画像抽出部が抽出した少なくとも１つの画像を表示する表示部と
をさらに備える請求項１から３のいずれか１項に記載の撮像装置。
【請求項５】
　前記オブジェクト識別情報格納部は、オブジェクトのグループを識別するオブジェクト
グループ識別情報に対応づけて、複数のオブジェクト識別情報を格納し、
　前記オブジェクト識別情報選択部は、前記オブジェクト識別情報格納部が格納している
複数のオブジェクトグループ識別情報から１つのオブジェクトグループ識別情報をユーザ
の指示入力に基づいて選択した後、選択したオブジェクトグループ識別情報に対応づけて
前記オブジェクト識別情報格納部が格納している複数のオブジェクト識別情報から１つの
オブジェクト識別情報をユーザの指示入力に基づいて選択する
請求項４に記載の撮像装置。
【請求項６】
　前記特徴量格納部は、前記登録モードが選択されている場合に、前記特徴量算出部が算
出したオブジェクトの特徴量をオブジェクト識別情報に対応づけて格納する
請求項１から５のいずれか１項に記載の撮像装置。
【請求項７】
　前記撮像部の撮像領域を表示する表示部と、
　前記特徴量算出部に特徴量を算出させて前記特徴量格納部に特徴量を格納させるオブジ
ェクトが撮像すべき領域を示すマークを、前記表示部において前記撮像部の撮像領域に重
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畳させて表示させるマーク表示制御部と
をさらに備え、
　前記特徴量算出部は、前記撮像部が撮像した画像に含まれる、前記マーク表示制御部が
表示させたマークで示された領域に存在するオブジェクトの特徴量を算出し、
　前記特徴量格納部は、オブジェクトを識別するオブジェクト識別情報に対応づけて、前
記特徴量算出部が算出したオブジェクトの特徴量を格納する
請求項１から６のいずれか１項に記載の撮像装置。
【請求項８】
　前記撮像部が撮像した画像における合焦された領域である合焦領域を抽出する合焦領域
抽出部と、
　前記オブジェクト抽出部は、前記合焦領域抽出部が抽出した合焦領域に含まれるオブジ
ェクトを抽出し、
　前記特徴量算出部は、前記オブジェクト抽出部が合焦領域から抽出したオブジェクトの
画像に基づいて、前記オブジェクト抽出部が合焦領域から抽出したオブジェクトの特徴量
を算出する
請求項１から７のいずれか１項に記載の撮像装置。
【請求項９】
　前記撮像部は、動画を撮像し、
　前記オブジェクト抽出部は、前記撮像部が撮像した動画の各フレームに含まれるオブジ
ェクトを抽出し、
　前記オブジェクト識別情報格納部は、前記撮像部が撮像した動画の各フレームに対応づ
けて、各フレームに含まれるオブジェクトを識別するオブジェクト識別情報を格納する
請求項１から８のいずれか１項に記載の撮像装置。
【請求項１０】
　前記オブジェクト識別情報格納部が格納している複数のオブジェクト識別情報から１つ
のオブジェクト識別情報をユーザの指示入力に基づいて選択するオブジェクト識別情報選
択部と、
　前記オブジェクト識別情報選択部が選択したオブジェクト識別情報に対応づけられて、
前記オブジェクト識別情報格納部が格納している少なくとも１つのフレームを抽出するフ
レーム抽出部と、
　前記フレーム抽出部が抽出した少なくとも１つの画像を表示する表示部と
をさらに備える請求項９に記載の撮像装置。
【請求項１１】
　前記オブジェクト識別情報格納部は、当該画像に含まれるオブジェクトを識別するオブ
ジェクト識別情報を、前記撮像部が撮像した画像の、印刷装置の色再現域の外側であって
前記撮像部の色再現域の内側である色域の画像データに電子透かし情報として埋め込む
請求項１から１０のいずれか１項に記載の撮像装置。
【請求項１２】
　コンピュータを、請求項１から１１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１３】
　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含まれるオブジェクトを抽出するオブジェクト
抽出段階と、
　前記オブジェクト抽出段階において抽出されたオブジェクトの画像に基づいて、前記オ
ブジェクトの特徴量を算出する特徴量算出段階と、
　オブジェクトを識別するオブジェクト識別情報に対応づけて、前記特徴量算出段階にお
いて算出されたオブジェクトの特徴量を特徴量格納部に格納する特徴量格納段階と、
　前記撮像段階において撮像された画像に含まれるオブジェクトの特徴量と、前記特徴量
格納部に格納されたオブジェクトの特徴量とを比較して、オブジェクトの一致度が予め定
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められた基準値以上であるか否かを判断する一致度判断段階と、
　前記一致度判断段階において、前記オブジェクトの一致度が予め定められた基準値以上
であると判断された場合に、前記画像に対応づけて、前記オブジェクト識別情報をオブジ
ェクト識別情報格納部に格納するオブジェクト識別情報格納段階と
を備え、
　前記特徴量格納段階は、前記特徴量を算出させて前記特徴量格納部に前記特徴量を格納
させるオブジェクトを撮像するモードである登録モード、前記オブジェクト識別情報格納
部に格納させるオブジェクト識別情報に対応づけられる画像を撮像するモードである撮像
モード、及び前記撮像段階において撮像された画像を格納する画像格納部に格納された複
数の画像のうちの少なくとも１つを表示部に表示させる表示モードのうちの、前記撮像モ
ードが選択されている場合において、前記撮像段階において新たな画像が撮像された場合
に、前記オブジェクト抽出段階において抽出されたオブジェクトの特徴量に対して仮のオ
ブジェクト識別情報を対応付けて格納し、
　前記一致度判断段階は、前記撮像モードが選択されている場合において、前記撮像段階
において新たな画像が撮像された場合には、オブジェクトの一致度を判断せず、前記表示
モードが選択された場合に、前記特徴量格納部が仮のオブジェクト識別情報を対応づけた
オブジェクトの特徴量と、前記特徴量格納部が格納しているオブジェクトの特徴量とを比
較して、オブジェクトの一致度を判断する
撮像方法。
【請求項１４】
　画像を撮像する撮像部と、
　前記撮像部が撮像した画像に含まれるオブジェクトを抽出するオブジェクト抽出部と、
　前記オブジェクト抽出部が抽出したオブジェクトの画像に基づいて、前記オブジェクト
の特徴量を算出する特徴量算出部と、
　オブジェクトを識別するオブジェクト識別情報に対応づけて、前記特徴量算出部が算出
したオブジェクトの特徴量を格納する特徴量格納部と、
　前記撮像部が撮像した画像に含まれるオブジェクトの特徴量と、前記特徴量格納部が格
納しているオブジェクトの特徴量とを比較して、オブジェクトの一致度が予め定められた
基準値以上であるか否かを判断する一致度判断部と、
　前記一致度判断部により、前記オブジェクトの一致度が予め定められた基準値以上であ
ると判断された場合に、前記特徴量格納部が格納しているオブジェクト識別情報を取得す
る識別情報取得部と、
　前記識別情報取得部が取得したオブジェクト識別情報を、前記撮像部が撮像した画像の
画像データに電子透かし情報として埋め込む識別情報記録部と、
　前記特徴量算出部に特徴量を算出させて前記特徴量格納部に特徴量を格納させるオブジ
ェクトを撮像するモードである登録モード、前記識別情報記録部に電子透かし情報を埋め
込ませる画像を撮像するモードである撮像モード、及び前記撮像部が撮像した画像を格納
する画像格納部に格納された複数の画像のうちの少なくとも１つを表示部に表示させる表
示モードのうちのいずれかを選択するモード選択部と
を備え、
　前記一致度判断部は、前記撮像モードが選択されている場合において、前記撮像部が新
たな画像を撮像した場合には、前記一致度を判断せず、
　前記特徴量格納部は、前記撮像モードが選択されている場合において、前記撮像部が新
たな画像を撮像した場合に、前記オブジェクト抽出部が抽出したオブジェクトの特徴量に
対して仮のオブジェクト識別情報を対応付けて格納し、
　前記一致度判断部は、前記表示モードが選択された場合に、前記特徴量格納部が仮のオ
ブジェクト識別情報を対応づけたオブジェクトの特徴量と、前記特徴量格納部が格納して
いるオブジェクトの特徴量とを比較して、オブジェクトの一致度を判断する
撮像装置。
【請求項１５】



(5) JP 4772544 B2 2011.9.14

10

20

30

40

50

　前記識別情報記録部は、前記識別情報取得部が取得したオブジェクト識別情報を、前記
撮像部が撮像した画像の画像データの全域に電子透かし情報として埋め込む
請求項１４に記載の撮像装置。
【請求項１６】
　前記識別情報取得部は、前記撮像部が撮像した画像に予め定められた特定のオブジェク
トが含まれる場合に、当該オブジェクトの画像領域の画像データから電子透かし情報を抽
出して、抽出した電子透かし情報が示す情報をオブジェクト識別情報として取得し、
　前記識別情報記録部は、前記識別情報取得部が取得したオブジェクト識別情報を、前記
撮像部が撮像した画像の画像データに電子透かし情報として埋め込む
請求項１４または１５に記載の撮像装置。
【請求項１７】
　前記識別情報記録部は、前記撮像部が撮像した画像を示す画像データのビット列におい
て、前記識別情報取得部が電子透かし情報を抽出したビット列の他のビットに、前記識別
情報取得部が取得したオブジェクト識別情報を電子透かし情報として埋め込む
請求項１６に記載の撮像装置。
【請求項１８】
　前記識別情報記録部は、前記撮像部が撮像した画像を示す画像データのビット列におい
て、前記識別情報取得部が電子透かし情報を抽出したビットが表す色成分の他の色成分を
表すビットに、前記識別情報取得部が取得したオブジェクト識別情報を電子透かし情報と
して埋め込む
請求項１６または１７に記載の撮像装置。
【請求項１９】
　前記撮像部が撮像した撮像時刻を、前記撮像部が撮像した画像の画像データに電子透か
し情報として埋め込む付帯情報記録部
をさらに備える請求項１６から１８のいずれか１項に記載の撮像装置。
【請求項２０】
　前記撮像部が撮像した撮像位置を、前記撮像部が撮像した画像の画像データに電子透か
し情報として埋め込む付帯情報記録部
をさらに備える請求項１６から１８のいずれか１項に記載の撮像装置。
【請求項２１】
　前記識別情報記録部は、電子透かし情報として埋め込まれる他の情報の埋め込み強度よ
りより強い埋め込み強度で、前記識別情報取得部が取得したオブジェクト識別情報を電子
透かし情報として埋め込む
請求項１６から２０のいずれか１項に記載の撮像装置。
【請求項２２】
　前記識別情報記録部は、前記撮像部が撮像した画像を示す画像データのビット列におい
て、電子透かし情報として埋め込まれる他の情報が埋め込まれるビットより上位ビットに
、前記識別情報取得部が取得したオブジェクト識別情報を電子透かし情報として埋め込む
請求項２１に記載の撮像装置。
【請求項２３】
　前記識別情報記録部は、前記撮像部が撮像した画像を示す画像データのビット列におい
て、他の情報を埋め込む電子透かしに用いられる色成分の数より多い数の色成分を用いて
、前記識別情報取得部が取得したオブジェクト識別情報の電子透かしを埋め込む
請求項２１に記載の撮像装置。
【請求項２４】
　コンピュータを、請求項１４から２３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２５】
　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含まれるオブジェクトを抽出するオブジェクト
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抽出段階と、
　前記オブジェクト抽出段階において抽出されたオブジェクトの画像に基づいて、前記オ
ブジェクトの特徴量を算出する特徴量算出段階と、
　オブジェクトを識別するオブジェクト識別情報に対応づけて、前記特徴量算出段階にお
いて算出されたオブジェクトの特徴量を特徴量格納部に格納する特徴量格納段階と、
　前記撮像段階において撮像された画像に含まれるオブジェクトの特徴量と、前記特徴量
格納部に格納されたオブジェクトの特徴量とを比較して、オブジェクトの一致度が予め定
められた基準値以上であるか否かを判断する一致度判断段階と、
　前記一致度判断段階において、前記オブジェクトの一致度が予め定められた基準値以上
であると判断された場合に、前記特徴量格納部が格納しているオブジェクト識別情報を取
得する識別情報取得段階と、
　前記識別情報取得段階において取得されたオブジェクト識別情報を、前記撮像段階にお
いて撮像された画像の画像データに電子透かし情報として埋め込む識別情報記録段階と
を備え、
　前記特徴量格納段階は、前記特徴量を算出させて前記特徴量格納部に前記特徴量を格納
させるオブジェクトを撮像するモードである登録モード、前記電子透かし情報を埋め込ま
せる画像を撮像するモードである撮像モード、及び前記撮像段階において撮像された画像
を格納する画像格納部に格納された複数の画像のうちの少なくとも１つを表示部に表示さ
せる表示モードのうちの、前記撮像モードが選択されている場合において、前記撮像段階
において新たな画像が撮像された場合に、前記オブジェクト抽出段階において抽出された
オブジェクトの特徴量に対して仮のオブジェクト識別情報を対応付けて格納し、
　前記一致度判断段階は、前記撮像モードが選択されている場合において、前記撮像段階
において新たな画像が撮像された場合には、オブジェクトの一致度を判断せず、前記表示
モードが選択された場合に、前記特徴量格納部が仮のオブジェクト識別情報を対応づけた
オブジェクトの特徴量と、前記特徴量格納部が格納しているオブジェクトの特徴量とを比
較して、オブジェクトの一致度を判断する
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、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、並びに、撮像装置用のプログラムに関する。
【０００２】
　従来、動画像データにおいて指定された各シーンについて、シーン内におけるキーフレ
ーム、シーンの区間、重要度、キーフレームの画像特徴量を含むシーン特徴情報を生成し
、これを動画像に関連づけてメモリに格納する画像処理装置が知られている。このような
画像処理装置によると、当該シーン特徴情報に基づいて、指定された動画像データの主要
部分のみを再生するダイジェスト再生を実行したり、キーフレームの類似画像検索により
所望の動画データを検索することができる。
【特許文献１】特開２０００－２９９８２９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　例えばスポーツの試合を録画した画像を鑑賞する場合において、ユーザが贔屓の選手を
指定して、その選手が写っているシーンを効率的に鑑賞したい場合がある。しかし、特許
文献１の技術によると、ユーザは、ユーザが指定した特定の被写体を含むシーンを効率的
に鑑賞することができない。しかし、被写体を特定する情報をシーン毎にユーザが手入力
していくのはユーザにとって負担であり、好ましくない。また、近年、デジタルカメラ、
デジタルビデオカメラ等に搭載されるメモリ量の増加に伴い、より大量の画像データを記
録することができるようになったが、ユーザが大量の画像データの中から特定の被写体が
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写っている画像を探すのに手間がかかるという課題もあった。
【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、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
画像に含まれるオブジェクトを抽出するオブジェクト抽出部と、オブジェクト抽出部が抽
出したオブジェクトの画像に基づいて、オブジェクト抽出部が抽出したオブジェクトの特
徴量を算出する特徴量算出部と、オブジェクトを識別するオブジェクト識別情報に対応づ
けて、特徴量算出部が算出したオブジェクトの特徴量を格納する特徴量格納部と、撮像部
が撮像した画像に対応づけて、当該画像に含まれるオブジェクトを識別するオブジェクト
識別情報を格納するオブジェクト識別情報格納部とを備える。
【０００６】
　撮像部が新たに撮像した画像に含まれるオブジェクトの特徴量と、特徴量格納部が格納
しているオブジェクトの特徴量とを比較して、オブジェクトの一致度を算出する特徴量比
較部と、特徴量比較部が算出したオブジェクトの一致度が予め定められた基準値以上であ
るか否かを判断する一致度判断部とをさらに備え、オブジェクト識別情報格納部は、一致
度判断部によって特徴量比較部が算出したオブジェクトの一致度が予め定められた基準値
以上であると判断された場合に、撮像部が新たに撮像した画像に対応づけて、特徴量格納
部が格納しているオブジェクト識別情報を格納してよい。
【０００７】
　特徴量算出部は、オブジェクト抽出部が抽出したオブジェクトの色を特徴量として算出
し、特徴量格納部は、オブジェクト識別情報に対応づけて、特徴量算出部が算出したオブ
ジェクトの色を格納し、特徴量比較部は、撮像部が新たに撮像した画像に含まれるオブジ
ェクトの色と、特徴量格納部が格納しているオブジェクトの色とを比較して、オブジェク
トの一致度を算出し、一致度判断部は、特徴量比較部が算出したオブジェクトの一致度が
予め定められた基準値以上であるか否かを判断してよい。
【０００８】
　オブジェクト識別情報格納部が格納している複数のオブジェクト識別情報から１つのオ
ブジェクト識別情報をユーザの指示入力に基づいて選択するオブジェクト識別情報選択部
と、オブジェクト識別情報選択部が選択したオブジェクト識別情報に対応づけられて、オ
ブジェクト識別情報格納部が格納している少なくとも１つの画像を抽出する画像抽出部と
、画像抽出部が抽出した少なくとも１つの画像を表示する表示部とをさらに備えてよい。
【０００９】
　オブジェクト識別情報格納部は、オブジェクトのグループを識別するオブジェクトグル
ープ識別情報に対応づけて、複数のオブジェクト識別情報を格納し、オブジェクト識別情
報選択部は、オブジェクト識別情報格納部が格納している複数のオブジェクトグループ識
別情報から１つのオブジェクトグループ識別情報をユーザの指示入力に基づいて選択した
後、選択したオブジェクトグループ識別情報に対応づけてオブジェクト識別情報格納部が
格納している複数のオブジェクト識別情報から１つのオブジェクト識別情報をユーザの指
示入力に基づいて選択してよい。
【００１０】
　特徴量算出部に特徴量を算出させて特徴量格納部に特徴量を格納させるオブジェクトを
撮像するモードである登録モード、又はオブジェクト識別情報格納部に格納させるオブジ
ェクト識別情報に対応づけられる画像を撮像するモードである撮像モードを選択するモー
ド選択部をさらに備え、特徴量格納部は、モード選択部が登録モードを選択している場合
に、特徴量算出部が算出したオブジェクトの特徴量をオブジェクト識別情報に対応づけて
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格納し、特徴量比較部は、モード選択部が撮像モードを選択している場合に、撮像部が撮
像した画像に含まれるオブジェクトの特徴量と、モード選択部が登録モードを選択してい
る場合に特徴量格納部が格納したオブジェクトの特徴量とを比較して、オブジェクトの一
致度を算出し、一致度判断部は、特徴量比較部が算出したオブジェクトの一致度が予め定
められた基準値以上であるか否かを判断し、オブジェクト識別情報格納部は、一致度判断
部によって特徴量比較部が算出したオブジェクトの一致度が予め定められた基準値以上で
あると判断された場合に、撮像部が新たに撮像した画像に対応づけて、モード選択部が登
録モードを選択している場合に特徴量格納部が格納したオブジェクト識別情報を格納して
よい。
【００１１】
　撮像部の撮像領域を表示する表示部と、特徴量算出部に特徴量を算出させて特徴量格納
部に特徴量を格納させるオブジェクトが撮像すべき領域を示すマークを、表示部において
撮像部の撮像領域に重畳させて表示させるマーク表示制御部とをさらに備え、特徴量算出
部は、撮像部が撮像した画像に含まれる、マーク表示制御部が表示させたマークで示され
た領域に存在するオブジェクトの特徴量を算出し、特徴量格納部は、オブジェクトを識別
するオブジェクト識別情報に対応づけて、特徴量算出部が算出したオブジェクトの特徴量
を格納してよい。
【００１２】
　撮像部が撮像した画像における合焦された領域である合焦領域を抽出する合焦領域抽出
部と、オブジェクト抽出部は、合焦領域抽出部が抽出した合焦領域に含まれるオブジェク
トを抽出し、特徴量算出部は、オブジェクト抽出部が合焦領域から抽出したオブジェクト
の画像に基づいて、オブジェクト抽出部が合焦領域から抽出したオブジェクトの特徴量を
算出してよい。
【００１３】
　撮像部は、動画を撮像し、オブジェクト抽出部は、撮像部が撮像した動画の各フレーム
に含まれるオブジェクトを抽出し、オブジェクト識別情報格納部は、撮像部が撮像した動
画の各フレームに対応づけて、各フレームに含まれるオブジェクトを識別するオブジェク
ト識別情報を格納してよい。
【００１４】
　オブジェクト識別情報格納部が格納している複数のオブジェクト識別情報から１つのオ
ブジェクト識別情報をユーザの指示入力に基づいて選択するオブジェクト識別情報選択部
と、オブジェクト識別情報選択部が選択したオブジェクト識別情報に対応づけられて、オ
ブジェクト識別情報格納部が格納している少なくとも１つのフレームを抽出するフレーム
抽出部と、フレーム抽出部が抽出した少なくとも１つの画像を表示する表示部とをさらに
備えてよい。
【００１５】
　オブジェクト識別情報格納部は、当該画像に含まれるオブジェクトを識別するオブジェ
クト識別情報を、撮像部が撮像した画像の画像データに電子透かし情報として埋め込んで
よい。
【００１６】
　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含まれるオブジェクトを抽出するオブジェクト抽出段階と、オブジェ
クト抽出段階において抽出されたオブジェクトの画像に基づいて、オブジェクト抽出段階
において抽出されたオブジェクトの特徴量を算出する特徴量算出段階と、オブジェクトを
識別するオブジェクト識別情報に対応づけて、特徴量算出段階において算出されたオブジ
ェクトの特徴量を格納する特徴量格納段階と、撮像段階において撮像された画像に対応づ
けて、当該画像に含まれるオブジェクトを識別するオブジェクト識別情報を格納するオブ
ジェクト識別情報格納段階とを備える。
【００１７】
　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
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装置を、画像を撮像する撮像部、撮像部が撮像した画像に含まれるオブジェクトを抽出す
るオブジェクト抽出部と、オブジェクト抽出部が抽出したオブジェクトの画像に基づいて
、オブジェクト抽出部が抽出したオブジェクトの特徴量を算出する特徴量算出部、オブジ
ェクトを識別するオブジェクト識別情報に対応づけて、特徴量算出部が算出したオブジェ
クトの特徴量を格納する特徴量格納部、撮像部が撮像した画像に対応づけて、当該画像に
含まれるオブジェクトを識別するオブジェクト識別情報を格納するオブジェクト識別情報
格納部として機能させる。
【００１８】
　本発明の第４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、予め定められた特定のオブジェクトが含まれる否かを判断するオブジェクト判断
部と、オブジェクト判断部が、撮像部が撮像した画像に予め定められた特定のオブジェク
トが含まれる旨を判断した場合に、当該オブジェクトに予め対応づけられた識別情報を取
得する識別情報取得部と、識別情報取得部が取得した識別情報を、撮像部が撮像した画像
の画像データに電子透かし情報として埋め込む識別情報記録部とを備える。
【００１９】
　識別情報記録部は、識別情報取得部が取得した識別情報を、撮像部が撮像した画像の画
像データの全域に電子透かし情報として埋め込んでよい。
【００２０】
　識別情報取得部は、撮像部が撮像した画像に予め定められた特定のオブジェクトが含ま
れる旨をオブジェクト判断部が判断した場合に、当該オブジェクトの画像領域の画像デー
タから電子透かし情報を抽出して、抽出した電子透かし情報が示す情報を識別情報として
取得し、識別情報記録部は、識別情報取得部が取得した識別情報を、撮像部が撮像した画
像の画像データに電子透かし情報として埋め込んでよい。
【００２１】
　識別情報記録部は、撮像部が撮像した画像を示す画像データのビット列において、識別
情報取得部が電子透かし情報を抽出したビット列の他のビットに、識別情報取得部が取得
した識別情報を電子透かし情報として埋め込んでよい。
【００２２】
　識別情報記録部は、撮像部が撮像した画像を示す画像データのビット列において、識別
情報取得部が電子透かし情報を抽出したビットが表す色成分の他の色成分を表すビットに
、識別情報取得部が取得した識別情報を電子透かし情報として埋め込んでよい。
【００２３】
　撮像部が撮像した撮像時刻を、撮像部が撮像した画像の画像データに電子透かし情報と
して埋め込む付帯情報記録部をさらに備えてよい。
【００２４】
　撮像部が撮像した撮像位置を、撮像部が撮像した画像の画像データに電子透かし情報と
して埋め込む付帯情報記録部をさらに備えてよい。
【００２５】
　識別情報記録部は、電子透かし情報として埋め込まれる他の情報の埋め込み強度よりよ
り強い埋め込み強度で、識別情報取得部が取得した識別情報を電子透かし情報として埋め
込んでよい。
【００２６】
　識別情報記録部は、撮像部が撮像した画像を示す画像データのビット列において、電子
透かし情報として埋め込まれる他の情報が埋め込まれるビットより上位ビットに、識別情
報取得部が取得した識別情報を電子透かし情報として埋め込んでよい。
【００２７】
　識別情報記録部は、撮像部が撮像した画像を示す画像データのビット列において、他の
情報を埋め込む電子透かしに用いられる色成分の数より多い数の色成分を用いて、識別情
報取得部が取得した識別情報の電子透かしを埋め込んでよい。
【００２８】
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　本発明の第５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、予め定められた特定のオブジェクトが含まれる否かを判断するオブ
ジェクト判断段階と、オブジェクト判断段階において、撮像段階において撮像された画像
に予め定められた特定のオブジェクトが含まれる旨を判断した場合に、当該オブジェクト
に予め対応づけられた識別情報を取得する識別情報取得段階と、識別情報取得段階におい
て取得された識別情報を、撮像段階において撮像された画像の画像データに電子透かし情
報として埋め込む識別情報記録段階とを備える。
【００２９】
　本発明の第６の形態によると、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、予め定められた特定のオブジェクトが含まれ
る否かを判断するオブジェクト判断部、オブジェクト判断部が、撮像部が撮像した画像に
予め定められた特定のオブジェクトが含まれる旨を判断した場合に、当該オブジェクトに
予め対応づけられた識別情報を取得する識別情報取得部、識別情報取得部が取得した識別
情報を、撮像部が撮像した画像の画像データに電子透かし情報として埋め込む識別情報記
録部として機能させる。
【００３０】
　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】
【００３１】
　本発明によれば、撮像されたオブジェクトを自動的に登録する撮像装置を提供すること
ができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３２】
　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。
【００３３】
　図１は、本発明の一実施形態に係る撮像システム１７０の利用環境の一例を示す。撮像
システム１７０は、撮像装置１００およびパーソナルコンピュータ１１０を備える。撮像
装置１００は、被写体を撮像する撮像モードと、被写体を撮像しつつ登録する登録モード
の動作モードを有している。撮像装置１００は、登録モードで被写体を撮像した場合に、
当該被写体を、撮当該被写体の特徴とともに記録しておく。そして、撮像装置１００は、
撮像モードで被写体を撮像した場合に、撮像された被写体の特徴と一致する被写体を、登
録モード時に記録された被写体の中から検索して、撮像モードで撮像された画像とともに
記録する。
【００３４】
　また、撮像装置１００は、登録モード時に記録された被写体の一覧をユーザ１８０に提
示して、被写体をユーザ１８０に選択させる。そして、撮像装置１００は、選択された被
写体を含む画像を、撮像装置１００のモニタ画面等の表示デバイスに表示させる。
【００３５】
　パーソナルコンピュータ１１０は、撮像装置１００によって撮像された画像及び被写体
を、インターネット等の通信回線１５０、半導体メモリ等の記録媒体等を介して受け取る
。そしてパーソナルコンピュータ１１０は、撮像装置１００により登録モードで記録され
た被写体の名前をユーザ１８０に入力させて記録する。そして、パーソナルコンピュータ
１１０は、記録された被写体の名前の一覧をユーザ１８０に提示して、表示させたい被写
体をユーザ１８０に選択させる。そして、パーソナルコンピュータ１１０は、選択された
被写体を含む画像を、ディスプレイ、プリンタ等の出力デバイスに出力させる。なお、パ
ーソナルコンピュータ１１０は、ユーザ１８０によって選択された被写体を含む複数の画
像からアルバムデータを作成して、出力デバイスにアルバムデータを出力してよい。なお
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、パーソナルコンピュータ１１０は、ＨＤＴＶ、電子アルバム、電子フォトスタンド等で
あってよい。
【００３６】
　なお、撮像装置１００は、通信回線１５０を介してパーソナルコンピュータ１１０から
被写体の名前を受け取ってよい。また、撮像装置１００は、デジタルスチルカメラ、ビデ
オカメラであってよく、カメラ付携帯電話、撮像機能を有するＰＤＡ等の携帯情報端末等
であってもよい。
【００３７】
　以上説明した撮像装置１００によれば、撮像した画像に含まれる被写体の名前を、自動
的に画像に記録しておくことができる。そして、ユーザ１８０は、表示させたい被写体を
含む画像を、撮像装置１００及び／又はパーソナルコンピュータ１１０を用いて容易に選
択することができる。
【００３８】
　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、オブジェクト抽出部２０６、特徴量算出部２０８、特徴量格納部
２１０、オブジェクト識別情報格納部２１２、特徴量比較部２１４、一致度判断部２１８
、オブジェクト識別情報選択部２２０、画像抽出部２２２、表示部２２４、モード選択部
２３０、マーク表示制御部２３２、合焦領域抽出部２３４、及びフレーム抽出部２３６を
備える。
【００３９】
　撮像部２０２は、画像を撮像する。画像格納部２０４は、撮像部２０２が撮像した画像
を格納する。具体的には、画像格納部２０４は、撮像部２０２によって撮像された画像と
、当該画像を識別する画像ＩＤを格納する。なお、本実施形態における画像とは、静止画
及び動画を含む。
【００４０】
　合焦領域抽出部２３４は、撮像部２０２が撮像した画像における合焦された領域である
合焦領域を抽出する。合焦領域抽出部２３４は、撮像部２０２によって撮像された画像の
コントラストから合焦領域を判断してよい。また、合焦領域は、撮像部２０２が撮像した
画像領域において、予め定められた部分領域であってよい。
【００４１】
　オブジェクト抽出部２０６は、撮像部２０２が撮像した画像に含まれるオブジェクトを
抽出する。なお、オブジェクト抽出部２０６は、合焦領域抽出部２３４が抽出した合焦領
域に含まれるオブジェクトを抽出してよい。オブジェクト識別情報格納部２１２は、撮像
部２０２が撮像した画像に対応づけて、当該画像に含まれるオブジェクトを識別するオブ
ジェクト識別情報を格納する。
【００４２】
　特徴量算出部２０８は、オブジェクト抽出部２０６が抽出したオブジェクトの画像に基
づいて、オブジェクト抽出部２０６が抽出したオブジェクトの特徴量を算出する。なお、
特徴量算出部２０８は、オブジェクト抽出部２０６が合焦領域から抽出したオブジェクト
の画像に基づいて、オブジェクト抽出部２０６が合焦領域から抽出したオブジェクトの特
徴量を算出してよい。そして、特徴量格納部２１０は、オブジェクトを識別するオブジェ
クト識別情報に対応づけて、特徴量算出部２０８が算出したオブジェクトの特徴量を格納
する。
【００４３】
　特徴量比較部２１４は、撮像部２０２が新たに撮像した画像に含まれるオブジェクトの
特徴量と、特徴量格納部２１０が格納しているオブジェクトの特徴量とを比較して、オブ
ジェクトの一致度を算出する。そして、一致度判断部２１８は、特徴量比較部２１４が算
出したオブジェクトの一致度が予め定められた基準値以上であるか否かを判断する。
【００４４】
　オブジェクト識別情報格納部２１２は、一致度判断部２１８によって特徴量比較部２１
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４が算出したオブジェクトの一致度が予め定められた基準値以上であると判断された場合
に、撮像部２０２が新たに撮像した画像に対応づけて、特徴量格納部２１０が格納してい
るオブジェクト識別情報を格納する。このため、撮像装置１００は、新たに撮像した画像
に含まれるオブジェクトを自動的に記録しておくことができる。
【００４５】
　なお、特徴量算出部２０８は、オブジェクト抽出部２０６が抽出したオブジェクトの色
を特徴量として算出してよい。この場合、特徴量格納部２１０は、オブジェクト識別情報
に対応づけて、特徴量算出部２０８が算出したオブジェクトの色を格納する。そして、特
徴量比較部２１４は、撮像部２０２が新たに撮像した画像に含まれるオブジェクトの色と
、特徴量格納部２１０が格納しているオブジェクトの色とを比較して、オブジェクトの一
致度を算出する。そして、一致度判断部２１８は、特徴量比較部２１４が算出したオブジ
ェクトの一致度が予め定められた基準値以上であるか否かを判断する。
【００４６】
　オブジェクト識別情報選択部２２０は、オブジェクト識別情報格納部２１２が格納して
いる複数のオブジェクト識別情報から１つのオブジェクト識別情報をユーザ１８０の指示
入力に基づいて選択する。そして、画像抽出部２２２は、オブジェクト識別情報選択部２
２０が選択したオブジェクト識別情報に対応づけられて、オブジェクト識別情報格納部２
１２が格納している少なくとも１つの画像を抽出する。具体的には、画像抽出部２２２は
、オブジェクト識別情報選択部２２０が選択したオブジェクト識別情報に対応づけられて
オブジェクト識別情報格納部２１２が格納している少なくとも１つの画像ＩＤを選択し、
当該画像ＩＤに対応づけられて画像格納部２０４に格納されている画像を抽出する。そし
て、表示部２２４は、画像抽出部２２２が抽出した少なくとも１つの画像を表示する。こ
のため、ユーザ１８０は、ユーザ１８０が表示させたいオブジェクトを含む画像を、撮像
装置１００に容易に表示させることができる。
【００４７】
　なお、オブジェクト識別情報格納部２１２は、オブジェクトのグループを識別するオブ
ジェクトグループ識別情報に対応づけて、複数のオブジェクト識別情報を格納する。そし
て、オブジェクト識別情報選択部２２０は、オブジェクト識別情報格納部２１２が格納し
ている複数のオブジェクトグループ識別情報から１つのオブジェクトグループ識別情報を
ユーザ１８０の指示入力に基づいて選択した後、選択したオブジェクトグループ識別情報
に対応づけてオブジェクト識別情報格納部２１２が格納している複数のオブジェクト識別
情報から１つのオブジェクト識別情報をユーザ１８０の指示入力に基づいて選択する。こ
のように、撮像装置１００がユーザ１８０に先ずオブジェクトのグループを選択させるこ
とによって、ユーザ１８０は表示させるべきオブジェクトを迅速に選択することができる
。
【００４８】
　モード選択部２３０は、特徴量算出部２０８に特徴量を算出させて特徴量格納部２１０
に特徴量を格納させるオブジェクトを撮像するモードである登録モード、又はオブジェク
ト識別情報格納部２１２に格納させるオブジェクト識別情報に対応づけられる画像を撮像
するモードである撮像モードを選択する。そして、特徴量格納部２１０は、モード選択部
２３０が登録モードを選択している場合に、特徴量算出部２０８が算出したオブジェクト
の特徴量をオブジェクト識別情報に対応づけて格納する。
【００４９】
　そして、特徴量比較部２１４は、モード選択部２３０が撮像モードを選択している場合
に撮像部２０２が撮像した画像に含まれるオブジェクトの特徴量と、モード選択部２３０
が登録モードを選択している場合に特徴量格納部２１０が格納したオブジェクトの特徴量
とを比較して、オブジェクトの一致度を算出する。そして、一致度判断部２１８は、特徴
量比較部２１４が算出したオブジェクトの一致度が予め定められた基準値以上であるか否
かを判断する。そして、オブジェクト識別情報格納部２１２は、一致度判断部２１８によ
って特徴量比較部２１４が算出したオブジェクトの一致度が予め定められた基準値以上で
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あると判断された場合に、撮像部２０２が新たに撮像した画像に対応づけて、モード選択
部２３０が登録モードを選択している場合に特徴量格納部２１０が格納したオブジェクト
識別情報を格納する。このため、ユーザ１８０は、記録させるべきオブジェクトを撮像装
置１００に予め登録させておくことができる。そして、撮像装置１００は、予め登録され
たオブジェクトが新たに撮像されると、画像に含まれるオブジェクトを自動的に記録して
おくことができる。
【００５０】
　表示部２２４は、撮像部２０２の撮像領域を表示する。なお、撮像装置１００は、登録
モード及び撮像モードの他に、画像抽出部２２２が抽出した少なくとも１つの画像を表示
部２２４に表示させる表示モードを更に有してよい。そして、モード選択部２３０は、ユ
ーザ１８０からの指示によって撮像装置１００を登録モード、撮像モード、表示モードの
いずれかに設定してよい。
【００５１】
　マーク表示制御部２３２は、特徴量算出部２０８に特徴量を算出させて特徴量格納部２
１０に特徴量を格納させるオブジェクトが撮像すべき領域を示すマークを、表示部２２４
において撮像部２０２の撮像領域に重畳させて表示させる。そして、特徴量算出部２０８
は、撮像部２０２が撮像した画像に含まれる、マーク表示制御部２３２が表示させたマー
クで示された領域に存在するオブジェクトの特徴量を算出する。そして、特徴量格納部２
１０は、オブジェクトを識別するオブジェクト識別情報に対応づけて、特徴量算出部２０
８が算出したオブジェクトの特徴量を格納する。
【００５２】
　例えば、表示部２２４は、撮像部２０２によって撮像される領域、撮像条件等をユーザ
１８０に提示する、デジタルスチルカメラ等のモニタ画面であってよい。そして、撮像装
置１００は、登録モードに設定されている場合に、撮像部２０２によって撮像された撮像
領域の画像に重畳させて、特徴量格納部２１０に特徴量を格納させるオブジェクトが撮像
すべき領域を示すマークを表示させる。このため、ユーザ１８０は、登録させたいオブジ
ェクトに当該マークを合わせることによって、撮像装置１００に登録させるべきオブジェ
クトを容易に指定することができる。
【００５３】
　なお、撮像部２０２が動画を撮像する場合においては、オブジェクト抽出部２０６は、
撮像部２０２が撮像した動画の各フレームに含まれるオブジェクトを抽出する。そして、
オブジェクト識別情報格納部２１２は、撮像部２０２が撮像した動画の各フレームに対応
づけて、各フレームに含まれるオブジェクトを識別するオブジェクト識別情報を格納する
。
【００５４】
　そして、オブジェクト識別情報選択部２２０は、オブジェクト識別情報格納部２１２が
格納している複数のオブジェクト識別情報から１つのオブジェクト識別情報をユーザ１８
０の指示入力に基づいて選択する。そして、フレーム抽出部２３６は、オブジェクト識別
情報選択部２２０が選択したオブジェクト識別情報に対応づけられて、オブジェクト識別
情報格納部２１２が格納している少なくとも１つのフレームを抽出する。そして、表示部
２２４は、フレーム抽出部２３６が抽出した少なくとも１つの画像を表示する。具体的に
は、表示部２２４は、フレーム抽出部２３６が抽出した少なくとも１つの画像を、動画と
して表示する。
【００５５】
　なお、オブジェクト識別情報格納部２１２は、当該画像に含まれるオブジェクトを識別
するオブジェクト識別情報を、撮像部２０２が撮像した画像の画像データに電子透かし情
報として埋め込んでよい。
【００５６】
　以上説明した撮像装置１００によれば、ユーザ１８０が興味を持った被写体を予め撮像
することによって登録しておき、当該被写体が再び撮像された場合には自動的にその被写
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体が含まれる旨を画像に記録しておくことができる。このため、ユーザ１８０は、画像に
含まれる被写体情報を、画像を撮像する度にいちいち手入力していくという手間から解放
されるので、撮像装置１００を用いた撮像活動に集中することができる。そしてユーザ１
８０は、撮像装置１００を用いて画像を被写体毎に容易に分類整理したり、鑑賞したい被
写体が含まれる画像を効率的に選択して鑑賞することができる。
【００５７】
　図３は、オブジェクト識別情報選択部２２０が格納するデータの一例をテーブル形式で
示す。オブジェクト識別情報選択部２２０は、オブジェクトグループのそれぞれを識別す
るオブジェクトグループＩＤ、オブジェクトグループのそれぞれに名付けられたオブジェ
クトグループタイトル、オブジェクトのそれぞれを識別するオブジェクトＩＤ、オブジェ
クトのそれぞれに名付けられたオブジェクトタイトル、オブジェクトが含まれる画像を示
す画像ＩＤ、及びオブジェクトの代表的な画像を示す代表画像ＩＤを格納する。
【００５８】
　なお、オブジェクトタイトルは、ユーザ１８０によって手動で入力されることによって
付与されてよい。また、オブジェクト識別情報格納部２１２は、撮像装置１００が登録モ
ードに設定されている場合に撮像された画像を識別する一以上の画像ＩＤを、代表画像Ｉ
Ｄとして格納してよい。なお、本実施形態におけるオブジェクト識別情報とはオブジェク
トＩＤであってよい。他にも、オブジェクト識別情報とは、オブジェクトタイトルであっ
てもよく、登録モードに設定されている場合に撮像された画像を示す代表画像ＩＤであっ
てもよい。
【００５９】
　なお、パーソナルコンピュータ１１０は、オブジェクト識別情報格納部２１２に格納さ
れるデータのうち、オブジェクトグループタイトル及びオブジェクトタイトルは、パーソ
ナルコンピュータ１１０によってユーザ１８０から手動で入力されてもよい。例えば、撮
像装置１００による撮像時に、撮像装置１００がオブジェクトＩＤを割り振っておく。そ
してパーソナルコンピュータ１１０は、オブジェクト識別情報格納部２１２からデータを
取得して、ユーザ１８０から手動での入力によるオブジェクトタイトルを格納してもよい
。また、パーソナルコンピュータ１１０は、ユーザ１８０から手動での入力によるオブジ
ェクトグループタイトルを格納してよい。
【００６０】
　なお、オブジェクト識別情報格納部２１２は、同一の画像に対応づけて格納されている
複数のオブジェクト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
像に出現しているオブジェクトのオブジェクト識別情報の組を抽出して、抽出した組のオ
ブジェクト識別情報を、同一のオブジェクトグループ識別情報に対応づけて格納してよい
。これにより、撮像装置１００は、オブジェクトグループ識別情報をオブジェクトのそれ
ぞれについてユーザ１８０に指定させることなく、適切なオブジェクトグループ識別情報
を自動的に記録することができる。
【００６１】
　なお、パーソナルコンピュータ１１０は、オブジェクト識別情報格納部２１２及び画像
格納部２０４からデータを取得して、オブジェクト識別情報格納部２１２が格納するオブ
ジェクト識別情報をユーザ１８０に提示して選択させてよい。例えば、パーソナルコンピ
ュータ１１０は、オブジェクトＩＤ毎にオブジェクト識別情報格納部２１２に格納されて
いる代表画像ＩＤに対応づけて画像格納部２０４が格納する画像の一覧を、ディスプレイ
等の表示デバイスに表示して、ユーザ１８０にマウス操作等によって選択させる。そして
、パーソナルコンピュータ１１０は、ユーザ１８０によって選択された画像を代表画像Ｉ
Ｄとして持つ画像を、ディスプレイ等の表示デバイスに表示してもよい。
【００６２】
　また、オブジェクト識別情報格納部２１２は、撮像部２０２が撮像した画像データに電
子埋め込み情報として記録してよい。このように、オブジェクト識別情報格納部２１２が
オブジェクト識別情報を画像データ自体に深層暗号化して記録することによって、画像デ
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ータ自体にオブジェクト識別情報が記録される。これにより、画像のタグ情報等として記
録される場合に比べると、画像のタグ情報が書き換えられてしまうことによってオブジェ
クト識別情報が失われてしまうことを未然に防ぐことができる。
【００６３】
　図４は、特徴量格納部２１０が格納するデータの一例をテーブル形式で示す。特徴量格
納部２１０は、オブジェクトＩＤ及び特徴量を格納する。なお、特徴量とは、オブジェク
トが人物である場合においては、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
の位置関係等を格納してよい。また、オブジェクトが動物の場合は、特徴量とは、手足、
体等の輪郭形状等を特徴量として格納してよい。また、特徴量格納部２１０は、オブジェ
クトがウェディングドレス、船等の人工物である場合においては、オブジェクト全体の輪
郭形状を特徴量として格納してよい。また、特徴量格納部２１０は、人物の顔の色、目の
色、動物の体の色等、オブジェクトの特徴的な部分における特徴的な色を抽出して、抽出
した一以上の色を特徴量として格納してよい。
【００６４】
　なお、特徴量比較部２１４は、新たに撮像された画像に含まれるオブジェクトに対して
特徴量算出部２０８が算出した特徴量を、特徴量格納部２１０が格納するオブジェクトＩ
Ｄ毎の特徴量と比較して一致度を算出する。なお、一致度とは、例えば、新たに撮像され
たオブジェクトにおいて抽出された特徴的な部位の輪郭と、特徴量格納部２１０がオブジ
ェクト毎に格納する特徴的な部位の輪郭とをマッチングさせた場合に、重なり合う領域の
面積の、全輪郭で示される面積に対する割合を指標としてよい。他にも、一致度とは、新
たに撮像されたオブジェクトにおいて抽出された特徴的な色のうち、特徴量格納部２１０
がオブジェクトＩＤ毎に格納する特徴的な色と、同一の色空間内に含まれる色の数の割合
を指標としてよい。
【００６５】
　図５は、撮像装置１００の動作フローの一例を示す。撮像装置１００は、ユーザ１８０
による電源ボタンをオンにされることによって、動作を開始する（Ｓ３０２）。そして、
撮像装置１００は、動作モードの指定をユーザ１８０から受け付ける（Ｓ３０４）。たと
えば、撮像装置１００は、動作モードを指定する動作モード指示ボタンをユーザ１８０が
押下することによって、動作モードの指定をユーザ１８０から受け付けてよい。そして、
Ｓ３０４において、ユーザ１８０による動作モード指示ボタンの操作によって登録モード
が指定されると、撮像装置１００は、動作モードを登録モードに設定する（Ｓ３１２）。
そして、撮像部２０２によって撮像された画像から、オブジェクト抽出部２０６がオブジ
ェクトを抽出する（Ｓ３１４）。そして、特徴量格納部２１０にオブジェクトの特徴量を
格納して、オブジェクト識別情報格納部２１２がオブジェクト識別情報を格納する（Ｓ３
１６）。
【００６６】
　なお、撮像装置１００は、撮像部２０２によって既に撮像された画像に対して、撮像装
置１００が登録モードに設定されることによって、当該画像に対して特徴量算出部２０８
に特徴量を算出させて特徴量格納部２１０に特徴量を格納させてもよい。例えば、撮像装
置１００は、画像格納部２０４に格納された画像の中からユーザ１８０に画像を選択させ
た後に、登録モードを示す旨の指示をユーザ１８０から受け付けて、選択された画像につ
いてＳ３１４及びＳ３１６の処理を行ってもよい。この場合、オブジェクト識別情報格納
部２１２は、Ｓ３１６で新たに登録されたオブジェクトの特徴量と基準値以上の一致度で
一致するオブジェクトを含む画像ＩＤを選択して、当該画像ＩＤに対応付けて、新たに登
録されたオブジェクトのオブジェクトＩＤを格納してよい。
【００６７】
　また、Ｓ３０４において、ユーザ１８０による動作モード指示ボタンの操作によって撮
像モードが指定されると、撮像装置１００は、動作モードを撮像モードに設定する（Ｓ３
２２）。そして、撮像部２０２によって撮像された画像から、オブジェクト抽出部２０６
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がオブジェクトを抽出する（Ｓ３２４）。そして、オブジェクト識別情報格納部２１２は
、一致度判断部２１８によって特徴量が基準値以上の一致度で一致するオブジェクトのオ
ブジェクトＩＤに対応づけて画像ＩＤを格納する（Ｓ３２６）。
【００６８】
　また、Ｓ３０４において、ユーザ１８０による動作モード指示ボタンの操作によって表
示モードが指定されると、撮像装置１００は、動作モードを表示モードに設定する（Ｓ３
３２）。そして、撮像装置１００は、オブジェクトのグループをユーザ１８０に選択させ
る（Ｓ３３４）。そして、撮像装置１００は、Ｓ３３４において選択されたオブジェクト
のグループに含まれるオブジェクトの中から、表示させるべきオブジェクトをユーザ１８
０に選択させる（Ｓ３３６）。そして、Ｓ３３６で指定されたオブジェクトを含む画像を
画像抽出部２２２が抽出して、表示部２２４が表示する（Ｓ３３８）。
【００６９】
　なお、撮像部２０２が新たな画像を撮像した場合に、一致度判断部２１８は一致度を算
出せずに、特徴量格納部２１０は、オブジェクト抽出部２０６が抽出したオブジェクトに
対して仮のオブジェクト識別情報を割り振り、当該仮のオブジェクト識別情報に対応づけ
て特徴量を格納しておいてよい。そして、撮像装置１００が表示モードに設定された場合
に、ユーザ１８０によって選択されたオブジェクトの特徴量と基準値以上の一致度で一致
する他のオブジェクト識別情報を特徴量格納部２１０に格納されるオブジェクト識別情報
の中から検索して、検索されたオブジェクト識別情報で示されるオブジェクトを含む画像
を表示部２２４に表示してよい。この場合、撮像装置１００は、撮像の度に特徴量格納部
２１０を検索して、特徴量が一致するか否かを判断しなくてよいので、ユーザ１８０は一
致度判断部２１８による処理時間を待つことなく撮像活動を続けることができる。
【００７０】
　なお、撮像装置１００は、登録モード、撮像モード、及び表示モードを含む各動作モー
ドにおいて、ユーザ１８０からの操作を待機する待機状態を有してよい。例えば、撮像装
置１００は、ユーザ１８０からの操作が所定時間なされなかった場合に、各動作モードに
おける動作を中断して、待機状態に移行する。そして、撮像装置１００は、待機状態に移
行した場合に、仮のオブジェクト識別情報に対応づけて特徴量格納部２１０に格納されて
いる特徴量と一致度が基準値以上で一致する他のオブジェクト識別情報を特徴量格納部２
１０に格納されるオブジェクト識別情報の中から検索して、検索されたオブジェクト識別
情報に対応づけて当該画像をオブジェクト識別情報格納部２１２に格納してよい。このた
め、撮像装置１００は、ユーザ１８０による操作がなされていない間に一致度判断部２１
８による一致度の判断処理をしておくことができるので、ユーザ１８０は、一致度判断部
２１８による処理時間を待つことなく撮像を続けることができる。
【００７１】
　なお、Ｓ３１６、Ｓ３２６、及びＳ３３８の動作が終了した場合に、電源オフの動作が
なされたか否かを判断する（Ｓ３４０）。Ｓ３４０において電源オフの動作がなされてい
ない場合は、Ｓ３０４に処理を移行させ、Ｓ３４０において電源オフの動作がなされてい
る場合は、処理を終了する。
【００７２】
　図６は、撮像装置１００の構造の一例を示す。撮像装置１００には、レリーズボタン６
０２、動作モード選択ボタン６０４、移動ボタン６０６が備えられている。撮像部２０２
は、ユーザ１８０によるレリーズボタン６０２の押下のタイミングで撮像された画像を取
得する。
【００７３】
　なお、動作モード選択ボタン６０４は、動作モード指示ボタンの一例である。撮像装置
１００は、ユーザ１８０によって動作モードボタン６０４が押下される度に、動作モード
を登録モード、撮像モード、又は表示モードのいずれかに切り替える。なお、動作モード
指示ボタンは、レリーズボタン６０２であってよい。例えば、撮像装置１００は、レリー
ズボタン６０２がユーザ１８０によって半押しされた場合に登録モードに移行するととも
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に、半押しされたタイミングで取得された画像からオブジェクトを抽出して、特徴量格納
部２１０に特徴量を格納してもよい。
【００７４】
　マーク表示制御部２３２は、モード選択部２３０によって登録モードに設定されている
場合に、表示部２２４の表示領域にマーク６１０を表示させる。そして、ユーザ１８０は
、登録させたいオブジェクトに表示部２２４の表示領域上においてマーク６１０を合わせ
ることによって、撮像装置１００に登録させるべきオブジェクトを指定する。なおマーク
表示制御部２３２は、表示部２２４の表示領域における中央の領域等の所定の領域にマー
ク６１０を表示させてよい。なお、マーク表示制御部２３２は、ユーザ１８０による移動
ボタン６０６の操作によって、表示部２２４の表示領域に対してマーク６１０が表示され
る位置を移動させてもよい。
【００７５】
　また、マーク表示制御部２３２は、モード選択部２３０によって登録モードに設定され
ている場合に、表示部２２４の表示領域に、登録させたいオブジェクトを入れるべき枠を
示すマーク６１２を表示させてもよい。そして、ユーザ１８０は、登録させたいオブジェ
クトを、表示部２２４の表示領域上においてマーク６１２で示される枠内に入れることに
よって、撮像装置１００に登録させるべきオブジェクトを指定してもよい。なお、マーク
表示制御部２３２は、ユーザ１８０による移動ボタン６０６の操作によって、表示部２２
４の表示領域に対してマーク６１２が表示される位置を移動させてもよい。
【００７６】
　なお、オブジェクト識別情報選択部２２０は、撮像装置１００が表示モードに設定され
ると、オブジェクト識別情報格納部２１２が格納している複数のオブジェクト識別情報を
、表示部２２４に表示させてユーザ１８０に提示する。そして、ユーザ１８０は、複数提
示されたオブジェクト識別情報の中から、表示させたいオブジェクトのオブジェクト識別
情報を、移動ボタン６０６によるカーソル移動等により選択してよい。
【００７７】
　以上説明した撮像装置１００によれば、撮像した画像に含まれるオブジェクトを、ユー
ザ１８０の手を煩わせることなく画像とともに記録しておくことができる。このため、ユ
ーザ１８０は、撮像装置１００及び／又はパーソナルコンピュータ１１０を用いて、表示
させたいオブジェクトを含む画像を容易に選択することができる。したがって、ユーザ１
８０は、被写体毎に容易に画像を整理したり、画像の鑑賞時に、鑑賞したい被写体が移っ
ている画像を容易に選択することができる。
【００７８】
　図７は、他の実施形態における撮像システム１７０の利用環境の他の一例を示す。撮像
システム１７０は、例えば工事の施工記録と工事完成後の出来形確認の資料とするために
撮像される工事写真の撮影に使用される。撮像装置１００は、工事写真用黒板７００を含
む工事写真を撮像する。このようにして得られた画像は、その工事が正規工事であること
を認証することを目的として利用される。工事写真用黒板７００には、工事名、工程、施
工者等を施工情報が記載されて、撮像装置１００は、工事写真用黒板７００を含む工事現
場を撮影して画像として記録媒体７６０に記録する。
【００７９】
　このとき、撮像装置１００は、撮像した画像の中から、工事写真用黒板７００の画像領
域を抽出する。そして、撮像装置１００は、抽出した画像領域の中から、工事を識別する
バーコード７１０を抽出する。バーコード７１０は、例えば、工事及び当該工事を施工す
る工事事業者を識別するための番号であり、予め工事識別ＩＤ及び工事事業者ＩＤに対応
づけられている。そして、撮像装置１００は、バーコード７１０が示す番号に対応づけら
れた工事識別ＩＤ及び工事事業者ＩＤを取得する。
【００８０】
　なお、撮像装置１００は、先の実施形態で説明したように、オブジェクトを登録する登
録モードで工事写真用黒板７００を撮像したときに、オブジェクトタイトル等として入力
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された工事識別ＩＤ及び工事事業者ＩＤを、バーコード７１０が示す値とともに予め記録
しておいてよい。そして、撮像装置１００が撮像モードで撮像した工事写真用黒板７００
の画像中にバーコード７１０が検出されると、当該バーコード７１０が示す番号に対応づ
けて予め記録された工事識別ＩＤ及び工事事業者ＩＤを取得して、撮像装置１００が撮像
した画像に埋め込む。このとき、撮像装置１００は、工事識別ＩＤ及び工事事業者ＩＤを
、電子透かし情報として画像の全域に埋め込む。
【００８１】
　なお、工事識別ＩＤ及び工事事業者ＩＤは、バーコード７１０が示す番号に対応づけて
予め記録媒体７６０に記録されてよい。また、工事識別ＩＤ及び工事事業者ＩＤは、バー
コード７１０が示す番号に対応づけて記録媒体７６０に暗号化されて記録されてよい。ま
た、この記録媒体７６０は工事を監督する省庁等から、バーコード７１０とともに提供さ
れてもよい。また、撮像装置１００と通信可能なデータベースが、工事識別ＩＤ及び工事
事業者ＩＤをバーコード７１０に対応づけて記録してよい。そして、撮像装置１００は、
バーコード７１０が示す番号に対応づけて当該データベースが格納している工事識別ＩＤ
及び工事事業者ＩＤを取得してよい。撮像装置１００は、インターネット等の通信回線を
介して、当該データベースから工事識別ＩＤ及び工事事業者ＩＤを取得してよい。なお、
バーコード７１０が示す値自体が、工事識別ＩＤ及び工事事業者ＩＤを示してもよい。
【００８２】
　また、工事写真用黒板７００には、工事識別ＩＤ及び工事事業者ＩＤを識別する情報が
、透かしとして埋め込まれてよい。そして、撮像装置１００は、工事写真用黒板７００を
撮像した画像から検出した透かしを解析することによって抽出された情報から工事識別Ｉ
Ｄ及び工事事業者ＩＤを取得して、取得した工事識別ＩＤ及び工事事業者ＩＤを電子透か
しとして撮像した画像に記録してよい。以上説明した撮像装置１００によると、工事写真
の全域に、工事を識別する情報を電子透かしとして記録するので、工事写真の改ざんに対
する耐性を高めることができる。
【００８３】
　図８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８０
２、オブジェクト抽出部８０６、オブジェクト判断部８１８、識別情報取得部８２０、識
別情報記録部８１２、付帯情報記録部８１４、時刻取得部８３０、及び位置取得部８４０
を備える。撮像装置１００は、例えば、デジタルスチルカメラ、デジタルビデオカメラ等
の撮像装置であってよい。
【００８４】
　撮像部８０２は、画像を撮像する。撮像部８０２は、例えば、ＣＣＤ等の受光素子によ
って被写体からの光を受光することによって、画像を撮像する。オブジェクト判断部８１
８は、撮像部８０２が撮像した画像に、予め定められた特定のオブジェクトが含まれる否
かを判断する。そして、識別情報取得部８２０は、オブジェクト判断部８１８が、撮像部
８０２が撮像した画像に予め定められた特定のオブジェクトが含まれる旨を判断した場合
に、当該オブジェクトに予め対応づけられた識別情報を取得する。そして、識別情報記録
部８１２は、識別情報取得部８２０が取得した識別情報を、撮像部８０２が撮像した画像
の画像データに電子透かし情報として埋め込む。なお、識別情報記録部８１２は、識別情
報取得部８２０が取得した識別情報を、撮像部８０２が撮像した画像の画像データの全域
に電子透かし情報として埋め込む。これにより、工事写真等の改ざん等、画像の改ざんに
対する耐性を高めることができる。
【００８５】
　なお、識別情報取得部８２０は、撮像部８０２が撮像した画像に予め定められた特定の
オブジェクトが含まれる旨をオブジェクト判断部８１８が判断した場合に、当該オブジェ
クトの画像領域の画像データから電子透かし情報を抽出して、抽出した電子透かし情報が
示す情報を識別情報として取得する。そして、識別情報記録部８１２は、識別情報取得部
８２０が取得した識別情報を、撮像部８０２が撮像した画像の画像データに電子透かし情
報として埋め込む。
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【００８６】
　また、識別情報記録部８１２は、撮像部８０２が撮像した画像を示す画像データのビッ
ト列において、識別情報取得部８２０が電子透かし情報を抽出したビット列の他のビット
に、識別情報取得部８２０が取得した識別情報を電子透かし情報として埋め込む。また、
識別情報記録部８１２は、撮像部８０２が撮像した画像を示す画像データのビット列にお
いて、識別情報取得部８２０が電子透かし情報を抽出したビットが表す色成分の他の色成
分を表すビットに、識別情報取得部８２０が取得した識別情報を電子透かし情報として埋
め込む。このため、撮像装置１００は、被写体に埋め込まれた透かし情報と識別情報とを
、同じ画像に記録しておくことができる。このため、画像の改ざんに対する耐性をさらに
高めることができる。
【００８７】
　付帯情報記録部８１４は、撮像部８０２が撮像した撮像時刻を、撮像部８０２が撮像し
た画像の画像データに電子透かし情報として埋め込む。また、付帯情報記録部８１４は、
撮像部８０２が撮像した撮像位置を、撮像部８０２が撮像した画像の画像データに電子透
かし情報として埋め込む。なお、付帯情報記録部８１４は、撮像時刻及び撮像位置を画像
の全域に電子透かし情報として埋め込む。このように、撮像装置１００が撮像位置及び撮
像時刻を透かし情報として画像に埋め込むことによって、例えば工事写真が適正なもので
あるか否かを、必要に応じて、画像自体を用いて検査することができる。また、識別情報
記録部８１２は、電子透かし情報として埋め込まれる他の情報の埋め込み強度よりより強
い埋め込み強度で、識別情報取得部８２０が取得した識別情報を電子透かし情報として埋
め込む。このため、工事事業者ＩＤ等のより重要な識別情報が失われにくくなる。
【００８８】
　また、埋め込み強度を変える他の方法としては、識別情報記録部８１２は、撮像部８０
２が撮像した画像を示す画像データのビット列において、電子透かし情報として埋め込ま
れる他の情報が埋め込まれるビットより上位ビットに、識別情報取得部８２０が取得した
識別情報を電子透かし情報として埋め込んでよい。また、識別情報記録部８１２は、撮像
部８０２が撮像した画像を示す画像データのビット列において、他の情報を埋め込む電子
透かしに用いられる色成分の数より多い数の色成分を用いて、識別情報取得部８２０が取
得した識別情報の電子透かしを埋め込んでもよい。
【００８９】
　図９は、撮像装置１００による撮像フローの一例を示す。撮像部８０２は画像を撮像す
る（Ｓ９０２）。そして、オブジェクト抽出部８１８はＳ９０２において撮像された画像
に含まれるオブジェクトを抽出する。そして、オブジェクト判断部８１８は、抽出された
オブジェクトが工事写真用黒板であるか否かを判断する（Ｓ９０４）。オブジェクト判断
部８１８は、予め定められた工事写真用黒板の形状、色等の判断条件を格納しており、当
該判断条件に基づいて、抽出されたオブジェクトが工事写真用黒板であるか否かを判断し
てよい。
【００９０】
　Ｓ９０４において、抽出されたオブジェクトが工事写真用黒板であると判断されると、
識別情報取得部８２０は、当該オブジェクトにバーコードが含まれるか否かを判断する（
Ｓ９０６）。そして識別情報取得部８２０は、Ｓ９０６においてバーコードが含まれると
判断された場合、抽出したバーコードが示す値に対応づけられた工事ＩＤ及び工事事業者
ＩＤを取得する（９０８）。そして、Ｓ９０２において撮像した画像の全域に、Ｓ９０８
において取得した工事ＩＤ及び工事事業者ＩＤを電子透かしとして埋め込む（Ｓ９１０）
。
【００９１】
　なお、Ｓ９０４において抽出されたオブジェクトが工事写真用黒板でないと判断された
場合、又は、Ｓ９０６においてバーコードが含まれないと判断された場合には、エラーを
通知し（Ｓ９２０）、処理を終了する。
【００９２】
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　図１０は、撮像装置１００によって埋め込まれる電子透かし情報の一例を示す。以下、
画像１０００の３画素×３画素からなる画像領域１００１に電子透かしを埋め込む場合を
例に挙げて説明する。画像領域１００１には、Ｒ、Ｂ、及びＧの色成分のそれぞれについ
て、撮像装置１００が信号強度を記録するビット数の数（例えば、８ビットに対しては８
個）のビットプレーン（色成分Ｒのビットプレーン１０１１、１０１２、１０１３、・・
・、色成分Ｂのビットプレーン１０２１、１０２２、１０２３、・・・、色成分Ｇのビッ
トプレーン１０３１、１０３２、１０３３、・・・）が存在する。そして、１つの色成分
の１つのビットプレーン（例えば、ビットプレーン１０１１）には、９ビットの情報を埋
め込むことができる。
【００９３】
　識別情報記録部８１２は、最下位ビットから３ビット目のビットプレーンに、工事識別
ＩＤ及び工事事業者ＩＤを埋め込む。例えば、識別情報記録部８１２は、色成分Ｒ及びＢ
の、最下位ビットから３ビット目のビットプレーン１０１２、１０１３、１０２２、及び
１０２３に、工事識別ＩＤ及び工事事業者ＩＤを埋め込む。また、付帯情報記録部８１４
は、撮像時刻、撮像位置、カメラ固体ＩＤ、及び改ざん防止コード等の付帯情報を、色成
分Ｇのビット列におけるビットプレーンであって、工事識別ＩＤ及び工事事業者ＩＤを埋
めこむビットプレーンより下位ビットのビットプレーンであるビットプレーン１０３２に
埋め込む。なお、識別情報記録部８１２又は付帯情報記録部８１４は、より下位ビットの
ビットプレーンに埋め込む情報を、色成分Ｇのビットプレーンに埋め込んでよい。
【００９４】
　なお、識別情報記録部８１２及び付帯情報記録部８１４は、上記において説明した３×
３のビットプレーン以外に、様々な画素単位のビットプレーンに電子透かし情報を埋め込
むことができる。また、識別情報記録部８１２は、１つの情報を、複数のビットプレーン
（異なるビット深さ、異なる色成分、又は異なる画像領域のビットプレーン）に埋め込ん
でよいことは言うまでもない。また、識別情報記録部８１２は、１つの情報を、複数のビ
ットプレーンから構成される情報として埋め込んでよいことは言うまでもない。また、識
別情報取得部８２０が、例えばビットプレーン１０１１から工事用黒板に埋め込まれた透
かし情報を抽出した場合には、識別情報記録部８１２は、同じ画像領域の他のビットプレ
ーン（例えば、ビットプレーン１０１２、又はビットプレーン１０２１等）に、識別情報
取得部８２０が取得した識別情報を埋め込んでよい。
【００９５】
　また、識別情報記録部８１２は、上記以外の方法によっても電子透かしを画像に埋め込
むことができる。例えば、識別情報記録部８１２は、隣接する第１画素及び第２画素にお
いて、第１画素の輝度値に対する第２画素の輝度値の大きさを変えることによって、１ビ
ットの情報を埋め込んでもよい。例えば、識別情報記録部８１２は、論理値１を埋め込む
場合には第１画素の輝度値に比べて第２画素の輝度値が大きくし、論理値０を埋め込む場
合には第１画素の輝度値に比べて第２画素の輝度値を小さくする。隣接する画素の輝度値
は略同一である場合が多いので、このようにすると画像の閲覧者に不可視な形で埋め込む
ことができる。
【００９６】
　図１１は、色再現領域の一例を示す。図１１には、印刷装置による色再現域及び撮像装
置１００による色再現域が示されている。また、ｓＲＧＢに基づく色再現域が、参考とし
て示されている。そして、識別情報取得部８２０は、撮像部８０２が撮像した画像に予め
定められた特定のオブジェクトが含まれる旨をオブジェクト判断部８１８が判断した場合
に、当該オブジェクトの画像領域の、印刷装置の色再現域の外側であって撮像部８０２の
色再現域の内側である色域の画像データから透かし情報を抽出して、抽出した透かし情報
が示す情報を識別情報として取得してよい。例えば、識別情報取得部８２０は、色再現領
域のｘ＝０．２～０．３、ｙ＝０．６～０．７の色域から、透かし情報を抽出してよい。
また、識別情報記録部８１２は、印刷装置の色再現域の外側であって撮像部８０２の色再
現域の内側である色域の画像データに、電子透かし情報を記録してよい。これにより、印
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刷装置で印刷された工事写真用黒板の画像を撮像する等といった改ざんに対する耐性をよ
り高めることができる。
【００９７】
　図１２は、本実施形態の撮像装置１００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１５８２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１５８４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。
【００９８】
　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。
【００９９】
　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と通信し、撮像装置１００
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－ＲＯＭ
１５９５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。
【０１００】
　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・
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。
【０１０１】
　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に送信される。撮像装置１００に送信されたプログラムは、撮像装置１００に
おいてインストールされて実行される。
【０１０２】
　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、オブジェクト抽出部２０
６、特徴量算出部２０８、特徴量格納部２１０、オブジェクト識別情報格納部２１２、特
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徴量比較部２１４、一致度判断部２１８、オブジェクト識別情報選択部２２０、画像抽出
部２２２、表示部２２４、モード選択部２３０、マーク表示制御部２３２、合焦領域抽出
部２３４、及びフレーム抽出部２３６として機能させる。また、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７から図１１に関連して説
明した撮像部８０２、オブジェクト抽出部８０６、オブジェクト判断部８１８、識別情報
取得部８２０、識別情報記録部８１２、付帯情報記録部８１４、時刻取得部８３０、及び
位置取得部８４０として機能させる。
【０１０３】
　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。
【０１０４】
　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】
【０１０５】
【図１】撮像システム１７０の利用環境の一例を示す図である。
【図２】撮像装置１００のブロック構成の一例を示す図である。
【図３】オブジェクト識別情報選択部２２０が格納するデータの一例をテーブル形式で示
す図である。
【図４】特徴量格納部２１０が格納するデータの一例をテーブル形式で示す図である。
【図５】撮像装置１００の動作フローの一例を示す図である。
【図６】撮像装置１００の構造の一例を示す図である。
【図７】撮像システム１７０の他の利用環境の一例を示す図である。
【図８】撮像装置１００のブロック構成の一例を示す図である。
【図９】撮像フローの一例を示す図である。
【図１０】電子透かし情報の一例を示す図である。
【図１１】色再現領域の一例を示す図である。
【図１２】撮像装置１００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】
【０１０６】
１００　撮像装置
１１０　パーソナルコンピュータ
１５０　通信回線
１７０　撮像システム
１８０　ユーザ
２０２　撮像部
２０４　画像格納部
２０６　オブジェクト抽出部
２０８　特徴量算出部
２１０　特徴量格納部
２１２　オブジェクト識別情報格納部
２１４　特徴量比較部
２１８　一致度判断部
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２２０　オブジェクト識別情報選択部
２２２　画像抽出部
２２４　表示部
２３０　モード選択部
２３２　マーク表示制御部
２３４　合焦領域抽出部
２３６　フレーム抽出部
７１０　工事写真用黒板
８０２　撮像部
８０６　オブジェクト抽出部
８１８　オブジェクト判断部
８２０　識別情報取得部
８１２　識別情報記録部
８１４　付帯情報記録部
８３０　時刻取得部
８４０　位置取得部

【図１】 【図２】
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【図４】

【図５】

【図６】 【図７】
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【図１０】 【図１１】
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