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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　撮影シーンに関する情報として、シーンメタデータを画像データに付与するメタデータ
付与方法であって、
　所定の撮影テーマに属する、予め順番が定められた複数のシーンメタデータのテーブル
を記憶部から読み出す読出ステップと、
　シーンメタデータを付与する対象の第１の画像データの撮影時刻よりも前の撮影時刻を
有し、かつ前記所定の撮影テーマに属するシーンメタデータが既に付与された第２の画像
データを検索する検索ステップと、
　前記所定の撮影テーマに属する複数のシーンメタデータのうち、前記第２の画像データ
に付与されたシーンメタデータ以降の順番を有する少なくとも１つのシーンメタデータを
、前記第１の画像データに付与するシーンメタデータの候補として提示する提示ステップ
とを有することを特徴とするメタデータ付与方法。
【請求項２】
　前記提示ステップは、前記第１の画像データの撮影時刻と前記第２の画像データの撮影
時刻との差が所定値よりも小さい場合は、前記第２の画像データに付与されたシーンメタ
データを、前記第１の画像データに付与するシーンメタデータの候補として提示し、前記
第１の画像データの撮影時刻と前記第２の画像データの撮影時刻との差が所定値よりも大
きい場合は、前記所定の撮影テーマに属する複数のシーンメタデータのうち、前記第２の
画像データに付与されたシーンメタデータよりも後の順番を有する少なくとも１つのシー
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ンメタデータを、前記第１の画像データに付与するシーンメタデータの候補として提示す
ることを特徴とする請求項１に記載のメタデータ付与方法。
【請求項３】
　前記所定の撮影テーマに属する複数のシーンメタデータは、それぞれ各シーンの時間長
が予め定められており、
　前記提示ステップは、前記第１の画像データの撮影時刻と前記第２の画像データの撮影
時刻との撮影時刻の差、および前記所定の撮影テーマに属する複数のシーンメタデータの
時間長に基づいて、前記所定の撮影テーマに属する複数のシーンメタデータの中から提示
するシーンメタデータを選択して提示することを特徴とする請求項１に記載のメタデータ
付与方法。
【請求項４】
　前記所定の撮影テーマに属する複数のシーンメタデータは、撮影シーンの状況を示す情
報を含み、かつ、画像データの表示サイズを示す情報、画像データの表示効果を示す情報
、画像データの切替効果を示す情報、画像データとともに再生される音を示す情報のうち
の少なくとも一つを含むことを特徴とする請求項１から請求項３までのいずれか１項に記
載のメタデータ付与方法。
【請求項５】
　撮影シーンに関する情報として、シーンメタデータを画像データに付与するメタデータ
付与装置であって、
　所定の撮影テーマに属する、予め順番が定められた複数のシーンメタデータのテーブル
を保持する記憶部と、
　シーンメタデータを付与する対象の第１の画像データの撮影時刻よりも前の撮影時刻を
有し、かつ前記所定の撮影テーマに属するシーンメタデータが既に付与された第２の画像
データを検索する検索手段と、
　前記所定の撮影テーマに属する複数のシーンメタデータのうち、前記第２の画像データ
に付与されたシーンメタデータ以降の順番を有する少なくとも１つのシーンメタデータを
、前記第１の画像データに付与するシーンメタデータの候補として提示する提示手段とを
有することを特徴とするメタデータ付与装置。
【請求項６】
　前記提示手段は、前記第１の画像データの撮影時刻と前記第２の画像データの撮影時刻
との差が所定値よりも小さい場合は、前記第２の画像データに付与されたシーンメタデー
タを、前記第１の画像データに付与するシーンメタデータの候補として提示し、前記第１
の画像データの撮影時刻と前記第２の画像データの撮影時刻との差が所定値よりも大きい
場合は、前記所定の撮影テーマに属する複数のシーンメタデータのうち、前記第２の画像
データに付与されたシーンメタデータよりも後の順番を有する少なくとも１つのシーンメ
タデータを、前記第１の画像データに付与するシーンメタデータの候補として提示するこ
とを特徴とする請求項５に記載のメタデータ付与装置。
【請求項７】
　前記所定の撮影テーマに属する複数のシーンメタデータは、それぞれ各シーンの時間長
が予め定められており、
　前記提示手段は、前記第１の画像データの撮影時刻と前記第２の画像データの撮影時刻
との撮影時刻の差、および前記所定の撮影テーマに属する複数のシーンメタデータの時間
長に基づいて、前記所定の撮影テーマに属する複数のシーンメタデータの中から提示する
シーンメタデータを選択して提示することを特徴とする請求項５に記載のメタデータ付与
装置。
【請求項８】
　前記所定の撮影テーマに属する複数のシーンメタデータは、撮影シーンの状況を示す情
報を含み、かつ、画像データの表示サイズを示す情報、画像データの表示効果を示す情報
、画像データの切替効果を示す情報、画像データとともに再生される音を示す情報のうち
の少なくとも一つを含むことを特徴とする請求項５から請求項７までのいずれか１項に記
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載のメタデータ付与装置。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、メタデータ付与方法およびメタデータ付与装置に関する。
 
【背景技術】
【０００２】
　特許文献１には、簡単な操作で撮影者が望む任意枚数の露出条件及びその撮影順序の設
定が可能なカメラの情報入力装置が記載されている。また、デジタルカメラによって電子
的に撮影された画像データは、メモリカードなどの記録メディアに画像ファイルとして電
子的に記録される。このとき記録される画像ファイルには、画像データに加えて撮影に関
する付加的な情報も含まれる。
【０００３】
　具体的に、社団法人電子情報技術産業協会（ＪＥＩＴＡ）が策定したディジタルスチル
カメラ用画像ファイルフォーマット規格Ｅｘｉｆ２．２（JEITA CP-3451）においては、
画像の付属情報として撮影したカメラの情報、記録された画像データの情報、撮影条件な
どの情報を格納できることが定められている。
【０００４】
　この規格におけるカメラの情報としては、画像入力機器（カメラ）のメーカ名およびモ
デルがある。また、画像データの情報としては、縦横方向の解像度、画像方向、撮影条件
の情報としては、撮影日時、露出時間、ストロボの動作状態、露出モード、ホワイトバラ
ンスおよび撮影状況などがある。
【０００５】
　この撮影状況とは、標準、縦置き、横置き、または夜景などを区別するための情報であ
る。そして、これらの付加情報は、いずれも１枚の撮影データごとに独立して付属される
情報であった。このような付加情報の一部としては、撮影シーンに関する情報の付加が有
用である。例えば、結婚式などの行事中における新郎新婦の入場シーンや主賓の挨拶シー
ン、またはウエディングケーキ入刀シーンなどの情報を付加することは、後に視聴するユ
ーザにとって極めて有用である。
【０００６】
　そして、デジタルカメラに使用される記録メディアの記憶容量の増加に伴って、記録可
能な撮影可能枚数がますます拡大していく状況にあっては、撮影データの視聴に際して、
または、撮影データの整理に際して、撮影データがどのような状況を撮影したデータであ
るかを示す情報が重要な役割を担う。
【特許文献１】特開平１１－２４２２５５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、上述した従来のデジタルカメラに含まれる付加情報においては、次のよ
うな問題があった。
【０００８】
　すなわち、従来の付加情報は、いずれも一枚の撮影データごとにメタデータとして独立
して付与される情報である。そして、複数のメタデータから適切なものを付与する作業は
、すべてユーザの手によって撮影データごとに１つずつ行う必要があった。そのため、大
量のデータに対する情報の付与は、事実上極めて困難であった。
【０００９】
　すなわち、具体的には、デジタルカメラの記録メディアとして使用される５１２ＭＢの
コンパクトフラッシュ（登録商標）によるメモリカードには、2024×1536画素（約３１０
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万画素）の高画質の撮影画像ファイルを３００枚以上格納することができる。
【００１０】
　また、一般的に使用される1024×768画素（約７８万画素）の中程度の画像ファイルの
場合においては、１６００枚を超える撮影画像ファイルを格納することができる。
【００１１】
　このように、記録メディアの容量増加に伴って画像ファイルの数が飛躍的に増加してい
くと、これらの画像データの１つ１つにユーザ自身が付加情報を付与することが極めて困
難となり、事実上不可能である。
【００１２】
　したがって、この発明の目的は、ユーザが、推定された付与確率の高いシーンメタデー
タ候補から必要とするシーンメタデータを選択することができ、容易に所望とするシーン
メタデータを選択することができるようになり、ユーザにとっての作業負荷を大幅に削減
することができ、大容量記録メディアに大量に記録された撮影データに対しても撮影シー
ン情報を付与する作業を簡単かつ容易に行うことができるメタデータ付与方法およびメタ
データ付与装置を提供することにある。
 
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　上記目的を達成するために、この発明に係るメタデータ付与方法は、
　撮影シーンに関する情報として、シーンメタデータを画像データに付与するメタデータ
付与方法であって、
　所定の撮影テーマに属する、予め順番が定められた複数のシーンメタデータのテーブル
を記憶部から読み出す読出ステップと、
　シーンメタデータを付与する対象の第１の画像データの撮影時刻よりも前の撮影時刻を
有し、かつ前記所定の撮影テーマに属するシーンメタデータが既に付与された第２の画像
データを検索する検索ステップと、
　前記所定の撮影テーマに属する複数のシーンメタデータのうち、前記第２の画像データ
に付与されたシーンメタデータ以降の順番を有する少なくとも１つのシーンメタデータを
、前記第１の画像データに付与するシーンメタデータの候補として提示する提示ステップ
とを有することを特徴とする。
 
【００１８】
　この発明に係るメタデータ付与装置は、
　撮影シーンに関する情報として、シーンメタデータを画像データに付与するメタデータ
付与装置であって、
　所定の撮影テーマに属する、予め順番が定められた複数のシーンメタデータのテーブル
を保持する記憶部と、
　シーンメタデータを付与する対象の第１の画像データの撮影時刻よりも前の撮影時刻を
有し、かつ前記所定の撮影テーマに属するシーンメタデータが既に付与された第２の画像
データを検索する検索手段と、
　前記所定の撮影テーマに属する複数のシーンメタデータのうち、前記第２の画像データ
に付与されたシーンメタデータ以降の順番を有する少なくとも１つのシーンメタデータを
、前記第１の画像データに付与するシーンメタデータの候補として提示する提示手段とを
有することを特徴とする。
 
【発明の効果】
【００３２】
　以上説明したように、この発明によれば、ユーザが、推定された付与確率の高いシーン
メタデータ候補から必要とするシーンメタデータを選択可能で、簡単に目標とするシーン
メタデータを選択することができるようことにより、ユーザにとっての作業負荷を大幅に
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軽減することができ、これにより、大容量記録メディアを用いて大量に記録された画像デ
ータに対してもシーン情報の付与作業を容易に行うことができる。
 
【発明を実施するための最良の形態】
【００３５】
　以下、この発明の実施形態について図面を参照しながら説明する。なお、以下の実施形
態の全図においては、同一または対応する部分には同一の符号を付す。
【００３６】
　　（第１の実施形態）
　まず、この発明の第１の実施形態によるメタデータ付与装置を含むデジタルテレビにつ
いて説明する。図１に、この第１の実施形態を適用可能なデジタルテレビを示す。なお、
この第１の実施形態においては、機能の一部としてこの発明による撮影データを可視化し
て視聴可能な機能を有する、デジタルテレビについて説明する。
【００３７】
　図１に示すように、この第１の実施形態によるデジタルテレビ１００は、放送受信回路
１０１、分離回路１０２、音声復号回路１０３、音声出力部１０４、映像復号回路１０５
、画像復号回路１０６、操作入力部１０７、データ記憶部１０８、記録再生部１０９、グ
ラフィック回路１１０、制御処理部１１１、合成回路１１２および、表示パネル１１３を
有して構成されている。
【００３８】
　放送受信回路１０１は、デジタル放送の受信アンテナ（図示せず）からの放送信号やＣ
ＡＴＶにおける放送信号を入力可能に構成されている。そして、放送受信回路１０１は、
後述する制御処理部１１１からの制御に基づいて、受信信号から所定の伝送チャンネルを
選択し、受信された伝送チャンネルの受信データを復調して、ＴＳ信号として出力するよ
うに構成されている。
【００３９】
　分離回路１０２は、ＴＳ信号から番組配列情報を抽出して、この番組配列情報を後述す
る制御処理部１１１に供給するとともに、制御処理部１１１による制御に従って、ＴＳ信
号を、所望とする映像信号、音声信号およびデータ放送信号に分離するための回路である
。
【００４０】
　この分離回路１０２により分離されたデータ放送信号は、まずデータ記憶部１０８に格
納され、データ放送の視聴時に制御処理部１１１に読み出される。
【００４１】
　また、音声復号回路１０３は、音声信号をデコードするための回路である。音声信号は
、この音声復号回路１０３によりデコードされて、音声出力部１０４に供給される。そし
て、音声出力部１０４により、デコードされた音声信号がＤ／Ａ変換され、音声として出
力される。
【００４２】
　映像復号回路１０５は、映像信号をデコードするための回路である。映像信号は、この
映像復号回路１０５によりデコードされて、合成回路１１２を通じて表示パネル１１３に
供給され表示される。ここで、表示パネル１１３を構成するデバイスとしては、例えば液
晶ディスプレイやプラズマディスプレイなどを含むマトリクス電極構造のフラットパネル
や、ブラウン管によるＣＲＴなどを挙げることができる。
【００４３】
　また、操作入力部１０７は、例えば赤外線信号などを利用したリモコンの受信部や、デ
ジタルテレビ１００に直接設けられた操作スイッチなどから構成されている。この操作入
力部１０７は、ユーザにより操作がされて、入力がされると、操作入力情報を制御処理部
１１１に供給可能に構成されている。
【００４４】
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　また、操作入力部１０７から供給されたユーザの操作入力、分離回路１０２から入力さ
れた番組配列情報、またはデータ記憶部１０８から読み出されたデータ放送信号に基づい
て、制御処理部１１１によりグラフィック回路１１０が制御されて、ユーザに提示するた
めのグラフィック信号が生成される。
【００４５】
　生成されたグラフィック信号は、合成回路１１２に供給される。この合成回路１１２に
おいては、映像復号回路１０５による映像信号や、後述する画像復号回路１０６による静
止画信号が適宜合成されて、表示パネル１１３に表示される。
【００４６】
　以上のように構成されたデジタルテレビ１００においては、制御処理部１１１の統合的
な制御動作により、ユーザの操作に基づいてデジタル放送が受信され、ユーザは所望する
放送番組を視聴することが可能となる。
【００４７】
　なお、上述したデジタルテレビ１００において、記録再生部１０９は、例えばメモリカ
ードなどの記憶メディアのデータの入出力を実行する部分である。すなわち、デジタルカ
メラ（図示せず）により撮影された画像データを格納可能な、着脱型メモリカードを記録
再生部１０９にセットして、所定の制御を行うことにより、撮影された画像データおよび
付加情報を含む画像ファイルデータの入出力が実行される。また、読み込まれたデータは
、データ記憶部１０８に画像ファイルとして格納される。
【００４８】
　また、制御処理部１１１は、あらかじめ格納されたプログラムに基づいて、グラフィカ
ルユーザインタフェースとなる表示を、グラフィック回路１１０を通じて表示パネル１１
３に表示させる。
【００４９】
　また、制御処理部１１１により、操作入力部１０７により入力されるユーザ操作に従っ
て、データ記憶部１０８に格納された画像ファイルを読み出して画像データが画像復号回
路１０６に供給される。
【００５０】
　画像復号回路１０６においては、画像データのデコードが行われ、合成回路１１２で操
作のためのグラフィックと合成されて表示パネル１１３に表示される。
【００５１】
　以上のようにして、デジタルテレビ１００においては、以上の構成要素における制御処
理部１１１の統合的な制御動作によって、ユーザの操作に基づきデジタルカメラで撮影し
た画像を視聴することが可能となる。
【００５２】
　以上のように構成されたデジタルテレビ１００に入力される画像ファイルのファイル構
造を図２に示す。この画像ファイルは、デジタルテレビ１００において、記録メディアの
記録再生部１０９を通じて入力され、データ記憶部１０８に格納される。
【００５３】
　図２に示すように、画像ファイル２００には、画像ファイル自体の情報を示すヘッダデ
ータ２０１と、付加情報であるメタデータ２０２と、コンテンツ画像データの見出し用縮
小画像であるサムネイル画像データ２０３とが、デジタルカメラで撮影され圧縮されたコ
ンテンツ画像データ２０４に加えられて格納される。ここで、画像ファイルに含まれるメ
タデータ２０２の基本構成を図３に示す。
【００５４】
　図３に示すように、メタデータ２０２は、メタデータ２０２の種類を示す２バイトのタ
グ番号領域、データの基本長を示す２バイトのタイプ領域、データの個数を示す４バイト
のカウント領域、メタデータ２０２の内容を示すデータ領域とから構成されている。ここ
で、データ領域のバイト数は、（タイプ領域の基本長さ）×（カウント領域のデータ個数
）によって計算される。
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【００５５】
　ここで、メタデータ２０２の種類および内容を示す、メタデータ２０２の一覧表を図４
に示す。なお、図４に示すメタデータ２０２の表においては、データの基本長を示すタイ
プにおいて、”ＡＳＣＩＩ”が７ｂｉｔのＡＳＣＩＩコードを納めた１バイト、”Ｓｈｏ
ｒｔ”が１６ｂｉｔ符号なし整数を納めた２バイト、”Ｌｏｎｇ”が３２ｂｉｔ符号なし
整数を納めた４バイト、”Ｒａｔｉｏｎａｌ”が２つの３２ｂｉｔ符号なし整数を納めた
８バイトを示す。また、カウントにおける”ａｎｙ”は任意の自然数を表す。
【００５６】
　また、サポートにおいて、”必須”は、ファイルごとに必ず必要なメタデータ２０２、
”準必須”は、画像データを撮影した画像ファイルを出力する機器、この第１の実施形態
においては、例えばデジタルカメラにおける、ハードウェアに制約がない限り必要となる
メタデータを示す。また、”選択”は、必要な場合に付与可能なメタデータであることを
示す。
【００５７】
　また、図４において、「撮影シーン」メタデータは、撮影時の状況、すなわち撮影シー
ンを表す付加情報である。「撮影シーン」は、カテゴリーとしての「撮影テーマ」メタデ
ータにより特定される状況の範囲、すなわち撮影テーマごとに起こり得る特定の状況を示
すものである。この撮影テーマごとに定められた撮影シーンの一覧表の一部を図５に示す
。
【００５８】
　すなわち、図５に示すように、この第１の実施形態においては、撮影テーマとして「結
婚披露宴」を挙げられている。具体的には、例えば、撮影テーマの「結婚披露宴」におい
ては、新郎新婦が招待客を迎える「迎賓」のシーン、招待客が披露宴会場に入場する「来
賓入場」のシーン、披露宴の開始に先立つ「新郎新婦入場」のシーン、または、披露宴の
お開きの後に新郎新婦が招待客を見送る「お見送り」のシーン、招待客の様子や、披露宴
会場やその周囲の様子を撮影する「スナップ」のシーンなどが定められている。
【００５９】
　また、撮影テーマとして「卒業式」が挙げられている場合においては、卒業式の撮影に
起こり得るシーンが定められている。
【００６０】
　以上のような、個々の撮影シーンにおいては、撮影シーンの発生する順序が撮影テーマ
ごとにおおむね決定されている。例えば、撮影テーマが「結婚披露宴」の場合には、結婚
披露宴の式次第によりシーンの発生順序が決定され、撮影の状況もこの発生順序に基づい
て生じる。
【００６１】
　図５に示すステップは、この順序を示す整数であり、発生順序に従って昇順の値が与え
られている。また、それぞれの撮影シーンの所要時間もほぼ予想可能であるため、撮影シ
ーンごとに、社会通念上常識的な範囲で所要時間として定義される。
【００６２】
　また、図５において、撮影テーマ「結婚披露宴」における「撮影シーン」メタデータの
値のうち「スナップ」のステップには、値「－１」が与えられる。この値は、撮影テーマ
中において、発生順序を特定できないことを示すものである。すなわち、スナップ写真を
撮影する機会は、結婚披露宴の最中の任意のタイミングで発生する可能性が高く、所要時
間も定義されないため、「スナップ」のステップには、発生順序を特定不可能な値「－１
」が与えられる。
【００６３】
　また、図５に示す「撮影テーマ」メタデータ、「撮影シーン」メタデータごとのステッ
プ、所要時間を定義した撮影シーンメタデータセットテーブルは、デジタルテレビ１００
のデータ記憶部１０８にあらかじめ格納されている。
【００６４】
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　また、図６に、記録再生部１０９を通じてデジタルテレビ１００に入力され、データ記
憶部１０８に格納される複数の画像ファイル全体の状態の一例を概念的に示す。
【００６５】
　例えば、まず、ユーザが、友人の結構披露宴に招待客の一人として参加し、デジタルカ
メラを用いて２５回の撮影を行う。そして、２５枚の画像ファイルのデータを例えばメモ
リカードなどの記録メディアに記録させた後、この第１の実施形態によるデジタルテレビ
１００に、２５枚の画像ファイルが記録されたメモリカードをセットする。これにより、
これらの２５枚の画像データファイルがデータ記憶部１０８に格納される。
【００６６】
　なお、図６においては、「撮影日時」メタデータおよび「撮影シーン」メタデータのみ
が示され、その他のメタデータの表示は省略されているが、メタデータは、必ずしも、こ
れらの２種類に限定されるものではない。
【００６７】
　これらのうちの時間情報メタデータの一例としての「撮影日時」メタデータは、コンテ
ンツのデータとしての画像データに撮影時に付与される。他方の非時間情報メタデータの
一例としての「撮影シーン」メタデータは、所定の付与方法に基づいて、画像データに付
与される。ここではこの付与方法について具体的に説明する。第１の実施形態によるデジ
タルテレビ１００において、撮影した画像データファイルに「撮影シーン」メタデータを
付与する処理を実行する際の画面表示の状態を、図７および図８に示す。
【００６８】
　すなわち、図７および図８に示すように、画面７００には、画像データファイルのうち
の３枚目から６枚目の撮影に相当する画像データファイルのサムネイル画像７０２，７０
３，７０４，７０５が表示されている。
【００６９】
　また、これらの画像データのファイルに関連づけされて記憶されているメタデータのう
ちの「撮影日時」メタデータに基づいた日付および時刻が、画面７００に、画像データの
付属情報７１２，７１３，７１４，７１５として表示されている。
【００７０】
　図７においては、左側から順に「撮影シーン」メタデータが付与されながら進行する。
そして、図７に示されている状態は、画像データ「＃５」（図６参照）に対する「撮影シ
ーン」メタデータを付与している状態である。なお、画像データ「＃３」には、値「スナ
ップ」が、画像データ「＃４」には、値「新郎新婦入場」が既に与えられており、その内
容が画面７００に表示されている。
【００７１】
　注目画像データを示すフォーカス表示７２３により、画像データ「＃５」がメタデータ
付与操作の対象であることが示される。そして、ユーザが画像データ「＃５」の撮影シー
ンを付与することを所望して、例えばリモコンの決定ボタンを押すと、情報表示７１４の
シーンの欄に、シーンに関連づけされる予定となるメタデータ候補としてのメタデータ候
補一覧７２０が表示される。
【００７２】
　シーンのメタデータ候補一覧７２０には、選択する可能性の高いシーンが時間順に並べ
られている。そして、このメタデータ候補一覧７２０が表示された状態において、ユーザ
によりリモコン（図示せず）の上下ボタンが操作されることにより、一覧内の注目点７２
１が上下に移動可能となっている。
【００７３】
　その後、ユーザによりリモコンの決定ボタンが操作されると、注目点７２１の表示がさ
れている「撮影シーン」メタデータが１つ選択され、この選択されたメタデータを画像デ
ータに付与することが可能な状態となる。また、ユーザによりリモコンの左右ボタンが操
作されると、フォーカス表示７２３が左右のサムネイル画像間を移動する。
【００７４】
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　また、フォーカス表示７２３が左端の画像「＃３」を超えてアイコン７０１に達すると
、画面全体がスクロールされて、画像データ「＃３」以前のデータが表示される。他方、
同様にして、フォーカス表示７２３が右端の画像「＃６」を超えてアイコン７０６に達す
ると、画像データ「＃６」以降の画像データが表示される。
【００７５】
　以上のようにして、この第１の実施形態における画像データファイルに対する「撮影シ
ーン」メタデータの付与時における画面表示がなされる。
【００７６】
　次に、この発明の第１の実施形態によるメタデータ付与のための制御処理部１１１にお
ける制御手順について説明する。図９に、シーンのメタデータ候補一覧７２０を表示して
「撮影シーン」メタデータを付与する際の制御処理部１１１による制御のフローチャート
を示す。なお、図９に示すフローチャートは、ある画像データＮがメタデータ付与の対象
として選択され、上述したリモコンの決定ボタンが操作されたときに開始される。また、
図９において、画像データをコンテンツと称する。
【００７７】
　すなわち、図９に示すように、まず、処理ステップＳ１０１において、参照する直前の
画像データを示す内部変数Ｍの初期化が行われ、直前の画像データが設定される。具体的
には、図７に示す例の場合には、画像データ「＃４」が設定される。その後、処理ステッ
プＳ１０２に移行する。
【００７８】
　処理ステップＳ１０２においては、直前のコンテンツが有する「撮影シーン」メタデー
タの値（例えば「＃４」の「新郎新婦入場」）が読み出されて、「撮影シーン」メタデー
タの値ＳＣ（Ｍ）に格納される。
【００７９】
　続いて、処理ステップＳ１０３においては、撮影シーンメタデータセットテーブル（図
５参照、図９中「テーブル」と記載）が参照されて、「撮影シーン」メタデータの値ＳＣ
（Ｍ）に対するステップの値が読み出され、ｓに格納される。
【００８０】
　その後、処理ステップＳ１０４に移行してｓの値が確認され、特定できない発生順序を
示す値「－１」であるか否かの判定が行われる。
【００８１】
　そして、処理ステップＳ１０４において、ｓの値が「－１」である場合、処理ステップ
Ｓ１１４および処理ステップＳ１１５に順次移行して、直前のコンテンツを、コンテンツ
の範囲内で１つ前に設定した後、処理ステップＳ１０２に移行する。そして、直前の撮影
シーンが発生順序を特定できるコンテンツとなるまで、コンテンツの順を遡って検索され
る。
【００８２】
　このとき、コンテンツの先頭まで遡った場合でも、ステップの値が「－１」ではないコ
ンテンツが索出されなかった場合、処理ステップＳ１１６に移行して、ステップＮ＝１の
「撮影シーン」メタデータを最有力候補として、メタデータ候補一覧を画面に表示して、
ユーザに認識可能な状態で提示し、後述する処理ステップＳ１１７に移行する。
【００８３】
　他方、処理ステップＳ１０４において、ｓの値が「－１」でない場合には、処理ステッ
プＳ１０５に移行して、直前のコンテンツの「撮影日時」メタデータが呼び出され、Ｔ（
Ｎ）に格納される。
【００８４】
　その後、処理ステップＳ１０６に移行して、対象となるコンテンツの「撮影日時」メタ
データの値が呼び出されてＴ（Ｎ）に格納される。続いて、処理ステップＳ１０７に移行
し、経過時間を集計する内部変数ｔが初期化される。
【００８５】
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　処理ステップＳ１０７における内部変数ｔの初期化後、処理ステップＳ１０８および処
理ステップＳ１０９に順次移行して、撮影シーンメタデータセットテーブルが参照される
。そして、ステップｓに要する所要時間ｄｔが読み出されてｔに集積される。
【００８６】
　その後、処理ステップＳ１１０に移行して、直前のコンテンツと対象となるコンテンツ
とにおける「撮影日時」メタデータの差がｔと比較される。そして、この差（Ｔ（Ｎ）－
Ｔ（Ｎ－１））とｔとの大小に応じて、集積した所要時間内にあるか否かが判断される。
【００８７】
　処理ステップＳ１１０において、直前のコンテンツと対象となるコンテンツとにおける
「撮影日時」メタデータの差が、集積した所要時間内にない場合（処理ステップＳ１１０
：ＮＯ）、すなわち、２つのコンテンツにおける撮影時刻の時間差が集積した所要時間よ
り大きい場合、対象コンテンツの撮影シーンがさらに先のステップにあると推定される。
そして、処理ステップＳ１１１に移行して、ステップｓが１つ進められて処理ステップＳ
１０８に戻り、所要時間の集積が実行され、再度、処理ステップＳ１０８～Ｓ１１０まで
の処理が順次実行される。
【００８８】
　他方、処理ステップＳ１１０において、２つの撮影時刻の時間差が集積した所要時間ｔ
以内であった場合（処理ステップＳ１１０：ＹＥＳ）、対象コンテンツの撮影シーンがス
テップｓに存在すると推定される。
【００８９】
　そして、処理ステップＳ１１３に移行して、ステップｓの「撮影シーン」メタデータが
最有力候補と判断され、メタデータ候補一覧７２０が表示される。
【００９０】
　そして、上述したメタデータの画面表示におけるように、ユーザにより操作が実行され
て、メタデータ候補一覧７２０の中から１つのメタデータが選択されると、処理ステップ
Ｓ１１７において、選択されたメタデータ値が対象コンテンツの「撮影シーン」メタデー
タの値として付与される。
【００９１】
　以上の処理におけるメタデータ候補一覧の表示は、図７のメタデータ候補一覧７２０に
示される状態であり、常に、発生する可能性のある「スナップ」が先頭に置かれる。次に
、最有力候補を先頭にして撮影シーンメタデータセットテーブル（図５参照）のステップ
が順に並べられて「撮影シーン」メタデータが表示される。
【００９２】
　なお、画面のレイアウトに制約がある場合には、図７に示すように、同時に表示できな
い画像データの存在を示す三角印７２２で表示され、リモコンの上下ボタンの操作による
スクロールができるように表示される。
【００９３】
　また、撮影シーンメタデータセットテーブルのステップは、撮影テーマである「結婚披
露宴」という状況における撮影シーンの発生順序に従っている。そのため、直前の画像デ
ータに付与された「撮影シーン」メタデータが示す撮影シーンを参照することにより、同
じメタデータか、または、このメタデータに続くステップのメタデータが、対象となる画
像データに付与される確率が極めて高くなる。
【００９４】
　また、対象となる画像データの撮影時刻が直前の画像データの撮影時刻から離れている
場合は、その間に結婚披露宴の式次第が進行していると推定可能である。そのため、経過
時間と撮影シーンメタデータセットテーブルの所要時間とを比較することにより、該当す
る「撮影シーン」メタデータの値が推定できる。
【００９５】
　逆に、直前の画像データの撮影時刻からの経過時間が撮影シーンメタデータセットテー
ブルの示す所要時間より短い場合には、式次第が進行していないことが推定される。その
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ため、直前の画像データにおけるメタデータと同じメタデータが適切であることが推定さ
れる。
【００９６】
　実際には、結婚披露宴における式次第の進行においては、多少の時間的前後がある。そ
のため、撮影シーンメタデータセットテーブルの定める所要時間との差が生じる可能性が
ある。しかしながら、付与すべきメタデータの候補は、図９の手順による推定結果のごく
近くにあることにより、単にメタデータ一覧の中から毎回選択するという操作に比して、
極めて簡単な操作で適切なメタデータを選択することが可能になるので、利便性を大きく
向上させることができる。
【００９７】
　また、図７に示すメタデータ候補一覧７２０において、ユーザにより、リモコンの上ボ
タンが操作されて、さらに上方の候補を選ぶ操作が実行された場合に、推定される最有力
候補に比して、ステップの小さいメタデータ候補を選択できるような操作系を採用するよ
うにしても良く、これにより、さらに、時間で前後があった場合の操作性を向上させるこ
とが可能となる。
【００９８】
　以上説明した手順によって「撮影シーン」メタデータが付与された撮影データをデジタ
ルテレビ１００に表示した場合の一例を図１０に示す。図１０に示す状態は、ユーザが撮
影データを視聴あるいは鑑賞可能な状態で、デジタルテレビ１００などの表示パネル１１
３に、表示レイアウトとの一例としての「アルバム表示」を行った状態である。
【００９９】
　すなわち、図１０は、デジタルテレビ１００の表示パネル１１３の表示面に図６で示し
た撮影された画像データが順に表示される様子を示したものである。撮影された画像デー
タには、これまで述べた「撮影シーン」メタデータの付与の手順によって、それぞれの撮
影状況に応じたメタデータが付与されている。
【０１００】
　具体的に、「結婚披露宴」を例にすると、例えば、図１０（１）は、「撮影シーン」メ
タデータとして、「スナップ」が付与された画像データの表示状態である。スナップ写真
は、撮影当日の小さな情景を切り取った写真であり、前後のスナップ写真とともに数枚の
画像データが１つの画面に収めて表示可能になっている。
【０１０１】
　また、図１０（２）は、「新郎新婦入場」が付与された画像データであり、図１０（３
）に示す「高砂着席」と並んで「結婚披露宴」という行事のハイライトシーンとして、画
面に大きく表示される。
【０１０２】
　また、図１０（４）は、「主賓挨拶」が付与された２枚の画像データの表示である。こ
のような状況の画像データは、ハイライトに準じる撮影シーンであり、様々な登壇者が撮
影された画像を、視聴者が飽きないようなレイアウトにより表示する。
【０１０３】
　このようにして付与された「撮影シーン」メタデータの値による表示レイアウトは、デ
ジタルテレビ１００のデータ記憶部１０８に格納されるアルバムレイアウトデータセット
に基づいて実行される。このアルバムレイアウトデータセットの構成の一例を図１１に示
す。
【０１０４】
　図１１に示すように、アルバムレイアウトデータセットにおいては、「撮影シーン」メ
タデータの値ごとに、表示レイアウトの一例としての表示サイズ、表示効果、切替効果、
音響および／または音声情報の一例としてのＢＧＭが格納されている。
【０１０５】
　そして、デジタルテレビ１００の制御処理部１１１により、「アルバム表示」の際に、
データ記憶部１０８から表示される画像データが読み出され、この読み出された画像デー
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タが表示される際に、付与された「撮影シーン」メタデータの値に基づいてアルバムレイ
アウトデータセットが参照され、表示レイアウト、例えば所定の表示サイズが決定される
。
【０１０６】
　具体的な表示レイアウトは、表示サイズが「大」であれば、該当する画像データの一枚
が画面の例えば中央に大きなサイズで表示される。また、表示サイズが「中」であれば、
画面に２枚程度表示できるサイズに収まるように、画像データの拡大縮小率が調整され、
表示される。このとき、次の画像データの表示サイズが「中」または「小」であれば、並
べて表示可能なレイアウトが与えられる。
【０１０７】
　また、次の画像データの表示サイズが「大」であれば、表示サイズ「大」画像データは
単独で表示される。そのため、表示サイズ「中」の画像データは、その一枚で中央にレイ
アウトされて表示される。
【０１０８】
　また、アルバムレイアウトデータセットに表示効果が指定されている場合には、例えば
、「ウエディングケーキ入刀」ではソフトフォーカスをかける、または「キャンドルサー
ビス」では高輝度部分に光条を加えるなどの表示効果が施される。
【０１０９】
　また、アルバムレイアウトデータセットに切替効果が指定されている場合には、例えば
、「迎賓」や「新郎新婦入場」においては、画像データの表示開始時を白表示として、徐
々に色データを加えていくフェードイン効果を用いたり、逆に、「新婦お色直し退場」に
おいては、徐々に白表示に変化するフェードアウト効果が用いられたりする。また、「ス
ナップ」の場合においては、次の画像データに切り替わる時間が自動的に短めに変更され
たりする。
【０１１０】
　また、アルバムレイアウトデータセットにＢＧＭが指定されている場合には、アルバム
表示全体において指定されたＢＧＭに換えて、該当する画像データを表示する間だけ指定
されたＢＧＭが再生される。
【０１１１】
　以上のようなレイアウトの効果や表示上の効果は、画像データに付与された「撮影シー
ン」メタデータによって自動的に実行可能である。また、大量の画像データが撮影された
場合であっても、上述した手順で推定されたメタデータの候補から「撮影シーン」メタデ
ータが選ばれて、付与されるだけで、撮影シーンに適切な表示上の効果が与えることが可
能となる。これにより、緩急のある、より豊富な表現による画像データの視聴を自動的に
行うことが可能となる。
【０１１２】
　以上説明したように、この第１の実施形態によるメタデータの記憶方法によれば、ある
撮影データによるコンテンツに撮影シーン情報をメタデータとして付与する操作に際し、
撮影テーマの下で前後関係を規定した撮影シーン情報の組（撮影シーンメタデータセット
）を用い、直前の撮影データに付与された撮影シーン情報（撮影シーンメタデータ）と撮
影時刻と、注目する撮影データの撮影時刻とから、注目する付与する確率の高い撮影シー
ンメタデータを推定して提示することができ、ユーザは推定された付与確率の高いメタデ
ータ候補から必要とするメタデータを選ぶことができるので、簡単に対象となるメタデー
タを選択することができ、作業負荷が大幅に軽減される。したがって、大容量記録メディ
アを用いて大量に記録された撮影データであっても、これらの大量の撮影データに対して
、撮影シーン情報を付与する作業を容易に行うことができる。
【０１１３】
　また、「撮影シーン」メタデータにより撮影内容の意味が明らかになるので、ユーザが
複雑な設定を行うことなく、コンテンツ表示装置におけるコンテンツの視聴時の表示効果
を適切に選択することができるので、より豊富な表現で、緩急やメリハリのあるスライド
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ショーを自動で楽しむことができる。
【０１１４】
　また、撮影状況がほぼ明確になるので、コンテンツの撮影装置において、より高度で適
切な撮影条件の設定を撮影時に簡単に選択して利用することができ、よりきれいな写真撮
影が可能となる。
【０１１５】
　　（第２の実施形態）
　次に、この発明の第２の実施形態について説明する。この第２の実施形態においては、
この発明を、画像データを撮影して記憶メディアに画像ファイルとして格納するデジタル
カメラに適用した場合を例に説明する。図１２に、この第２の実施形態によるデジタルカ
メラを示す。
【０１１６】
　図１２に示すように、この第２の実施形態によるデジタルカメラ３００は、撮影部３０
１、圧縮伸張回路３０２、記録再生部３０３、ストロボ３０４、操作入力部３０５、カレ
ンダ時計部３０６、制御処理部３０７、表示部３０８および記憶部３０９を有して構成さ
れている。
【０１１７】
　撮影部３０１は、レンズ、絞り、などの光学系と撮像素子、素子駆動回路などを有し、
画像を電子的に撮影して非圧縮画像データを出力可能に構成されている。
【０１１８】
　圧縮伸張回路３０２は、非圧縮の画像データを圧縮可能に構成され、記録再生部３０３
に装填された記録メディアから読み出された圧縮画像データを伸張するとともに表示部３
０８に表示するための画像データ信号を出力可能に構成されている。
【０１１９】
　また、記録再生部３０３は、圧縮された画像データに必要な付加データを付加して、画
像ファイルを構成し、例えばメモリカードなどの記録メディアに格納し、また記録メディ
アから画像ファイルを読み出して、表示部３０８で表示するための圧縮画像データや必要
な情報を読出可能に構成されている。
【０１２０】
　ストロボ３０４は、露出が不足する撮影の場合に、必要な補助光を供給するための発光
装置である。また、カレンダ時計部３０６は、撮影日付時刻を算出するための演算処理装
置である。また、操作入力部３０５は、撮影のトリガーとなるシャッターボタンなどの、
ユーザによりデジタルカメラ３００が操作される場合の入力を受け付けるためのものであ
る。
【０１２１】
　そして、制御処理部３０７は、以上の構成要素に対して、必要な制御を実行可能に構成
され、デジタルカメラの機能をユーザに提供するための、例えばＣＰＵや、ＲＡＭ、ＲＯ
Ｍなどの記憶部を有する情報処理装置である。
【０１２２】
　この制御処理部３０７は、ユーザがデジタルカメラ３００を所望の撮影に適した状態に
設定するためのグラフィック要素を表示部３０８に表示するとともに、操作入力部３０５
を介して入力されるユーザによる操作に基づいて、デジタルカメラ３００の各部の動作条
件を制御可能に構成されている。
【０１２３】
　また、制御処理部３０７は、デジタルカメラ３００が撮影モードに設定されたときには
、被写体に向けられた撮影部３０１への画像の入力状態を、逐次、圧縮伸張回路３０２を
通じて表示部３０８に表示するように構成されている。すなわち、表示部３０８は、ファ
インダーとして機能する。
【０１２４】
　また、制御処理部３０７は、ユーザの所望の撮影条件が整ったと判断した瞬間に操作入
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力部３０５のシャッターボタンを押すと、設定に応じてストロボ３０４の発光を制御し、
そのタイミングに撮影部３０１で撮影された画像データを圧縮伸張回路３０２で圧縮する
。これとともに、制御処理部３０７は、カレンダ時計部３０６から現在の日付時刻データ
を獲得し、デジタルカメラ３００の情報および撮影条件に関する情報とともに付加情報を
なし、画像データと併せて画像ファイルを構成して、記録再生部３０３を介して記録メデ
ィアに格納する制御を行う。
【０１２５】
　そして、これらの制御を制御処理部３０７が実行するためのプログラムコードが、他の
制御データとともに記憶部３０９に格納されている。
【０１２６】
　また、画像ファイルの構成、画像ファイルに格納されるメタデータの構造、および付与
される主なメタデータは、第１の実施形態におけると同様である（それぞれ図２、図３、
図４参照）ので、その説明は省略する。また、第１の実施形態による撮影シーンメタデー
タセットテーブル（図５参照）は、記憶部３０９にあらかじめ記憶されている。
【０１２７】
　図１３に、撮影時に付与されるメタデータのうちの、「撮影シーン」メタデータの値を
ユーザが入力する際に、表示部３０８に表示される操作画面を示す。
【０１２８】
　表示部３０８の表示画面４００には、既に別の選択操作画面によって選択された「撮影
テーマ」メタデータの画像が表示され、「撮影シーン」メタデータの値となる撮影シーン
名４０１の入力状態になっている。図１３に示すように、この第２の実施形態においては
、撮影テーマ４０２の一例として、例えば「結婚披露宴」が選択されている。
【０１２９】
　そして、ユーザがデジタルカメラ３００を用いて、例えば時刻１１：１５に新郎新婦の
入場の撮影の後、時刻１１：１８過ぎに新郎新婦が披露宴会場の中央に設営された、ひな
壇に着席するシーンを撮影する場合を想定する。表示画面には付与すべき「撮影シーン」
メタデータのシーンの候補一覧４０３が表示される。
【０１３０】
　シーンの候補一覧４０３には、選択する可能性の高いシーンが並べられ、操作入力部３
０５の上下ボタンを操作すると一覧内の注目点表示４０４が上下に移動し、操作入力部３
０５のＳＥＴボタンを操作すると「撮影シーン」メタデータが１つ選択されて画像データ
に付与することができる。ここでは注目点表示４０４を１つ下に下げて「高砂着席」を選
択する。
【０１３１】
　図１４にシーンの候補一覧４０３を表示して「撮影シーン」メタデータを付与する際の
制御を説明するフローチャートを示す。画像データＮを撮影するための一連の操作のなか
で、「シーン名をつける」の操作が開始されるときに、図１４に示すフローチャートが開
始される。なお、図１４において、画像データをコンテンツと称している。
【０１３２】
　すなわち、まず、処理ステップＳ５０１においては、参照する直前の撮影画像データを
指す内部変数Ｍが初期化され、対象となる画像データの直前の画像データが設定される。
【０１３３】
　その後、処理ステップＳ５０２に移行して、直前のコンテンツが有する「撮影シーン」
メタデータの値が読み出されて、ＳＣ（Ｍ）に格納される。
【０１３４】
　続いて、処理ステップＳ５０３に移行して、撮影シーンメタデータセットテーブルが参
照されて、「撮影シーン」メタデータの値ＳＣ（Ｍ）に対するステップの値が読み出され
て、この値がｓに格納される。その後、処理ステップＳ５０４に移行して、ｓの値が確認
される。
【０１３５】
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　処理ステップＳ５０４においては、ｓの値が、特定できない発生順序を示す値「－１」
であるか否かの判断が行われる。
【０１３６】
　そして、処理ステップＳ５０４において、ｓの値が「－１」であった場合、処理ステッ
プＳ５１４、処理ステップＳ５１５、および処理ステップＳ５０２～Ｓ５０４が順次実行
される。すなわち、直前のコンテンツがコンテンツの範囲内で１つ前に設定された後、処
理ステップＳ５０２に移行して、直前の撮影シーンが発生順序を特定可能なコンテンツ（
ｓ≠－１）に到達するまで、コンテンツの順が遡って検索される。
【０１３７】
　そして、コンテンツが先頭になるまで遡っても、ステップの値が「－１」でないコンテ
ンツが見つからなかった場合、処理ステップＳ５１６に移行して、ステップＮ（Ｎ＝１）
の「撮影シーン」メタデータが最有力候補とされて、メタデータ候補一覧がユーザに認識
可能な状態で表示される。その後、後述する処理ステップＳ５１７に移行する。
【０１３８】
　他方、ステップＳ５０４における判定において、ステップの値が「－１」でない場合に
は、ステップＳ５０５に移行して、直前のコンテンツの「撮影日時」メタデータが呼び出
され、Ｔ（Ｎ）に格納される。
【０１３９】
　その後、処理ステップＳ５０６に移行して、撮影しようとする現在の時刻が計測され、
Ｔ（Ｎ）に格納される。続いて、処理ステップＳ５０７においては、経過時間を集計する
内部変数ｔが初期化される。
【０１４０】
　そして、処理ステップＳ５０８および処理ステップＳ５０９が順次実行され、撮影シー
ンメタデータセットテーブルが参照されて、このテーブルにおけるステップの所要時間ｄ
ｔが読み出されてｔに集積（加算）される。
【０１４１】
　その後、処理ステップＳ５１０に移行して、直前のコンテンツの「撮影日時」メタデー
タと現在時刻との差がｔと比較され、この集積された所要時間内にあるか否かが判断され
る。
【０１４２】
　この処理ステップＳ５１０における判断の結果、直前のコンテンツの「撮影日時」メタ
データと現在時刻との差が、集積した所要時間ｔより大きい場合（Ｓ５１０：ＮＯ）、こ
の段階で撮影しようとする撮影シーンは、テーブルにおけるさらに先のステップにあると
推定される。このとき、処理ステップＳ５１１においてステップｓが１つ進められ、処理
ステップＳ５０８に復帰されて所要時間の集積が行われる。
【０１４３】
　他方、処理ステップＳ５１０において、２つの撮影時刻の時間差、すなわち直前のコン
テンツの「撮影日時」メタデータと現在時刻との差が、集積した所要時間ｔ以下であった
場合、この段階で撮影しようとしている撮影シーンは、ステップｓにあると推定される。
そこで、ステップＳ５１３に移行して、ステップｓの「撮影シーン」メタデータが最有力
候補とされて、メタデータ候補一覧が表示される。
【０１４４】
　そして、図１３に示すように、ユーザの操作によりメタデータ候補一覧の中から１つの
メタデータが選択された場合、ステップＳ５１７に移行して、この選択されたメタデータ
値が「撮影シーン」メタデータの値として付与される。
【０１４５】
　また、メタデータの候補一覧の表示においても、図１３のメタデータの表示一覧４０３
と同様であり、常に発生する可能性のある「スナップ」が先頭に置かれ、次に、最有力候
補が先頭とされて、撮影シーンメタデータセットテーブルのステップの順に並べられた「
撮影シーン」メタデータが表示される。
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【０１４６】
　なお、画面レイアウトの制約によっては、同時に表示できない候補があることが三角印
で示され、操作入力部３０５のボタンの操作によってスクロール可能な状態で、ユーザに
認識可能な状態で表示される。
【０１４７】
　以上のようにして「撮影シーン」メタデータが付与された際に表示される撮影条件アシ
ストについて、表示部３０８に表示される操作画面を、図１５に示す。
【０１４８】
　すなわち、撮影に先立って「撮影シーン」メタデータが付与された場合、ユーザがこれ
から撮影しようとする状況が特定可能である。そのため、デジタルカメラ３００の制御処
理部３０７は、記憶部３０９に格納された撮影条件アシストテーブルを参照し、アシスト
データが存在する場合には、図１５に示すように、この撮影条件アシストを表示部３０８
に表示して、ユーザが認識可能となる状態にする。
【０１４９】
　また、図１５には、既に述べたユーザ操作によって「撮影テーマ」メタデータおよび「
撮影シーン」メタデータが与えられ、表示画面４００には、「表示シーン」メタデータの
値、すなわちシーン欄４２１が表示されている。
【０１５０】
　この第２の実施形態においては、図１５に示すように「ウエディングケーキ入刀」が付
与されている。また、表示画面４００には、このシーンを撮影する際に設定すると効果的
である撮影条件が「撮影アシスト」４２４として表示される。
【０１５１】
　なお、この撮影条件を採用しない選択肢４２３や、別の設定が存在する場合には、この
設定による撮影条件を表示する操作を示す表示（三角印４２５）が表示される。
【０１５２】
　このような選択肢４２３や三角印４２５が表示されている際に、ユーザによりデジタル
カメラ３００の操作入力部３０５にある操作ボタンが操作されることにより、選択の候補
を示す表示４２２が上下に移動されて、いずれかの条件を選択可能となり、操作入力部３
０５にあるＳＥＴボタンを操作することにより選択される。
【０１５３】
　このような撮影条件アシストの内容が定義された操作条件アシストテーブルの内容を概
念的に示す表の一例を、図１６に示す。
【０１５４】
　図１６に示すように、操作条件アシストテーブルにおいては、「撮影シーン」メタデー
タの値ごとに、撮影時に設定するとよりよい効果が得られる撮影条件（図１６のアシスト
の欄）が格納されている。
【０１５５】
　そして、デジタルカメラ３００の制御処理部３０７によって、記憶部３０９に格納され
た操作条件アシストテーブルが参照されることにより、上述したような撮影条件の選択肢
が、ユーザに認識可能な状態で表示される。
【０１５６】
　そして、これらの選択肢から、所定の撮影条件が選択された場合には、制御処理部３０
７により、撮影部３０１やストロボ３０４などのデジタルカメラ３００において必要な構
成要素に対して、所定の撮影条件が設定される。
【０１５７】
　操作条件アシストテーブルに設定される撮影条件は、デジタルカメラの制御処理手段で
機能する通常の自動撮影条件設定プログラムの範囲を超える高度な撮影条件であり、状況
により大きな効果が期待される。
【０１５８】
　具体的には、例えば撮影シーンが結婚披露宴でウエディングケーキにナイフを入れる行
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事の場合、暗く照明の落とされた室内で強いスポットライトを浴びた新郎新婦をアップで
撮影するシーンが想定される。
【０１５９】
　通常の自動撮影条件設定プログラムに従って撮影した場合においても、ほぼ失敗しない
撮影が可能であるが、多分割測光によるバランスの取れた露光条件とストロボ発光による
照度条件との平均化により、撮影視野内における、あらゆる部分も移し込む平均的な撮影
結果となりがちである。
【０１６０】
　そこで、スポットライトに浮かび上がる、輝くような新郎新婦を撮影するためには、撮
影の露出条件をスポットライトの当たった部分に合わせ、周囲を暗部のシャドウに落とせ
るようストロボの発光を禁止するとともに、輝くイメージが強調されるように露出条件を
さらにプラス方向へ補正することが望ましい。
【０１６１】
　このような撮影条件の設定は、この撮影シーンであることを情報として得る必要があり
、単純な自動撮影条件設定プログラムを採用しただけでは、その実現は極めて困難である
。すなわち、撮影時に「撮影シーン」メタデータとして撮影シーンが特定されることによ
り、初めて可能となる。
【０１６２】
　また、詳細な撮影条件の設定は、自動撮影条件プログラムを使用する設定に比して、そ
の操作が複雑であり、状況に応じた撮影条件に対する知識と経験を要する。そのため、手
動でこれらの撮影条件を設定することができるユーザは、極めて高い知識と経験を積んだ
ユーザに限定されてしまう。
【０１６３】
　これに対して、撮影シーンは、社会的な行事や状態に結びついた状況の名称として、い
かなるユーザであっても、把握でき理解可能である。そして、カメラを用いた撮影におい
て、極めて高い知識や経験がないユーザであっても、撮影シーンを容易に認識することが
できる。そのため、ユーザが所望とする撮影シーンを「撮影シーン」メタデータとして一
覧で表示される選択肢のなかから選択することは極めて容易である。
【０１６４】
　このように、「撮影シーン」メタデータに結びついた形で高度な撮影条件設定の操作支
援が可能となる。従って、この第２の実施形態によるメタデータ付与方法、このメタデー
タ付与方法を採用した撮像装置などのシステムによれば、簡単な操作で、より高度なデジ
タルカメラによる撮影が可能となり、ユーザにおけるデジタルカメラ活用の観点において
、極めて好ましい効果を挙げることができる。
【０１６５】
　以上、この発明の実施形態について具体的に説明したが、この発明は、上述の実施形態
に限定されるものではなく、この発明の技術的思想に基づく各種の変形が可能である。
【０１６６】
　例えば、上述の実施形態において挙げた数値はあくまでも例に過ぎず、必要に応じてこ
れと異なる数値を用いてもよい。
【０１６７】
　例えば、上述の第１の実施形態においては、撮影メタデータセットテーブルがあらかじ
めデジタルテレビ１００のデータ記憶部１０８に格納されているものとして説明したが、
記録メディアの記録再生部１０９を通じて撮影した画像データファイルとともにメモリカ
ードから読み出してデータ記憶部１０８に格納するようにしてもよい。
【０１６８】
　また、メモリカードから読み出されるメタデータセットテーブルはデータセット全体で
あってもよく、１つまたは複数の「撮影テーマ」に沿った一部のデータセットであっても
よい。
【０１６９】
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　また、デジタルテレビ１００に設けられたネットワーク接続回路（図示せず）によって
、必要に応じて適宜ダウンロードするようにしてもよい。このようなデータの追加や変更
は、アルバムレイアウトデータセットテーブルに関しても同様である。
【０１７０】
　また、このようなデータの追加や変更は、既に記憶された撮影メタデータセットテーブ
ルおよびアルバムレイアウトデータセットテーブルを恒久的に変更する構成と、一時的に
変更する構成とすることが可能である。また、恒久的な値を有する標準データを有し、個
別の事情を加味した一時的なデータを組み合わせて使用する構成も有効である。
【０１７１】
　また、以上の説明において、「撮影シーン」メタデータによってアルバム表示のレイア
ウトなどが一義的に決まるものとして説明したが、これらの設定は、特にユーザの面倒な
操作を要することなく自動的に行われることが望ましく、ユーザの趣向と意思によって自
由に、適宜変更する操作を行えるようにシステムを構成することが可能である。また、例
えば、図７に示した「撮影シーン」メタデータの付与画面のような編集画面によって、ユ
ーザの操作によって変更することが可能である。
【０１７２】
　また、この第１の実施形態においては、「撮影シーン」メタデータに定義されたステッ
プ、所要時間は固定であるように説明したが、必ずしも所要時間を固定的にすることに限
定されるものではない。
【０１７３】
　また、この第１の実施形態において説明した、撮影後にメタデータの付与を行う用途で
ある場合には、撮影を行った結婚披露宴の実際の進行記録から、時間の経過に従ったステ
ップと所要時間とを定義して使用可能である。
【０１７４】
　そして、撮影データに付与された撮影時間メタデータが、このような定義されたメタデ
ータセットと対照されることにより、高い確率で撮影シーンを決定することが可能になる
。この場合、「撮影シーン」メタデータの候補をユーザに示すのみならず、メタデータの
付与が自動的に行われ、必要な箇所のみ訂正するシステムを構成することは、大量の画像
データにメタデータを付与するという処理において極めて効果的である。
【０１７５】
　また、こうしたシステムに対して式次第の進行時刻データを配布することは広く参加者
の利便性を図るものであり、例えば披露宴会場のサービスとして、実際に催された行事の
進行時刻データを作成し、主催者に渡す、あるいは参加者に配布することが可能である。
【０１７６】
　また、例えば、上述した第２の実施形態においては、撮影シーンメタデータセットテー
ブルは、デジタルカメラ３００の記憶部３０９に処理制御手段のプログラムの一部として
格納されるものとして説明したが、記録メディアに格納され、メモリカード入出力手段を
通じて制御処理手段から参照されるように構成することも可能である。さらに、デジタル
カメラ３００が備える他の通信手段を通じて、記憶部３０９または記録メディアに格納さ
れるように構成することも可能である。
【０１７７】
　また、例えば上述した第２の実施形態において、さらに、記録メディアや記憶部から読
み出される撮影シーンメタデータセットテーブルは、データセット全体であってもよく、
また１つあるいは複数の「撮影テーマ」に沿った一部のデータセットであってもよい。こ
のようなデータの追加、変更は、操作条件アシストテーブルに関しても同様である。
【産業上の利用可能性】
【０１７８】
　この発明は、メタデータ記憶方法およびメタデータ付与装置、ならびにコンテンツ表示
装置およびコンテンツ撮像装置の用途に利用可能であり、特に、画像データや映像データ
にメタデータを付与する、デジタルテレビやデジタルカメラなどの装置に利用して好適で
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ある。
【図面の簡単な説明】
【０１７９】
【図１】この発明の第１の実施形態によるデジタルテレビの構成を示すブロック図である
。
【図２】この発明の第１の実施形態による画像ファイルの構成を示す図である。
【図３】この発明の第１の実施形態によるメタデータの基本構造を示す図である。
【図４】この発明の第１の実施形態によるメタデータの一覧を示す表である。
【図５】この発明の第１の実施形態による撮影シーンメタデータセットテーブルの構成を
示す表である。
【図６】この発明の第１の実施形態による撮影した画像ファイルの全体の様子を示す図で
ある。
【図７】この発明の第１の実施形態によるメタデータの付与操作を行う際の画面表示を示
す略線図である。
【図８】この発明の第１の実施形態によるメタデータの付与操作を行う際の画面表示を示
す略線図である。
【図９】この発明の第１の実施形態によるメタデータの付与を実行する際の制御を示すフ
ローチャートである。
【図１０】この発明の第１の実施形態によるメタデータが付与された画像データの表示状
態を示す略線図である。
【図１１】この発明の第１の実施形態によるアルバムレイアウトデータセットの構成を示
す表である。
【図１２】この発明の第２の実施形態によるデジタルカメラの構成を示すブロック図であ
る。
【図１３】この発明の第２の実施形態によるデジタルカメラにおいてメタデータの付与操
作を行う際の画面表示を示す略線図である。
【図１４】この発明の第２の実施形態によるメタデータの付与動作の制御方法を示すフロ
ーチャートである。
【図１５】この発明の第２の実施形態による撮影アシスト選択操作を行う際の画面表示を
示す略線図である。
【図１６】この発明の第２の実施形態による操作条件アシストテーブルの構成の一例を示
す表である。
【符号の説明】
【０１８０】
　１００　デジタルテレビ
　１０１　放送受信回路
　１０２　分離回路
　１０３　音声復号回路
　１０４　音声出力部
　１０５　映像復号回路
　１０６　画像復号回路
　１０７　操作入力部
　１０８　データ記憶部
　１０９　記録再生部
　１１０　グラフィック回路
　１１１　制御処理部
　１１２　合成回路
　１１３　表示パネル
　２００　画像ファイル
　２０１　ヘッダデータ
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　２０２　メタデータ
　２０３　サムネイル画像データ
　２０４　コンテンツ画像データ
　３００　デジタルカメラ
　３０１　撮影部
　３０２　圧縮伸張回路
　３０３　記録再生部
　３０４　ストロボ
　３０５　操作入力部
　３０６　カレンダ時計部
　３０７　制御処理部
　３０８　表示部
　３０９　記憶部
　４００　表示画面
　４０１　撮影シーン名
　４０２　撮影テーマ
　４０３　候補一覧
　４０４　注目点表示
　４２１　シーン欄
　４２２　表示
　４２３　選択肢
　４２５，７２２　三角印
　７００　画面
　７０１，７０６　アイコン
　７０２，７０３，７０４，７０５　サムネイル画像
　７１２，７１３，７１４，７１５　付属情報
　７１４　情報表示
　７２０　メタデータ候補一覧
　７２１　注目点
　７２３　フォーカス表示
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