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(57)【要約】
　本明細書は、画像取得装置および画像を取得する技術
に関する。この技術は、画像取得装置に表示された少な
くとも１つの対象を画像トリガ条件として選択し、前記
少なくとも１つの画像トリガ条件に対応する閾値レベル
を入力することを含む。この技術は、前記少なくとも１
つの画像トリガ条件を検出するセンサからの信号をモニ
タし、感知した画像トリガ条件が閾値レベルを満たすこ
とを検出した場合に少なくとも１つのデジタル画像を取
得することを更に提供する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　画像取得装置を用いて画像を取得する方法であって、
　少なくとも１つの画像トリガ条件を選択し、
　前記少なくとも１つの画像トリガ条件に対応する閾値レベルを入力し、
　前記少なくとも１つの画像トリガ条件を検出する少なくとも１つのセンサからの信号を
モニタし、
　前記検出した少なくとも１つの画像トリガ条件が前記閾値レベルを満たすことを検出す
ると、少なくとも１つのデジタル画像を取得する、
　ことを含む方法。
【請求項２】
　前記少なくとも１つの画像トリガ条件を選択することは、前記画像取得装置の視界内に
興味対象が存在することを選択することを更に含む、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記興味対象が存在することを選択することは、以前に取得して前記画像取得装置に保
存されていたデジタル画像の中の、表示された画像の一部から前記興味対象を選択するこ
とを更に含む、請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　前記表示された画像の一部から前記興味対象を選択することは、タッチスクリーンを用
いることによって前記興味対象を示すことを更に含む、請求項３に記載の方法。
【請求項５】
　前記表示された画像の一部から前記興味対象を選択することは、当該画像取得装置に表
示された画像の中の、物体、動物、および人からなるグループから得る前記一部の輪郭を
描くことを更に含む、請求項３に記載の方法。
【請求項６】
　前記興味対象が存在することを選択することは、前記画像取得装置にアクセスできる複
数のデジタル画像の中の、表示された画像の一部から前記興味対象を選択することを更に
含む、請求項２に記載の方法。
【請求項７】
　前記デジタル画像にネットワークを介してアクセスすることを更に含む、請求項６に記
載の方法。
【請求項８】
　収集された画像を分析して興味対象を選択することを更に含む、請求項２に記載の方法
。
【請求項９】
　前記収集された画像を分析して興味対象を検出することは、画像メタデータを分析する
ことを更に含む、請求項８に記載の方法。
【請求項１０】
　前記収集された画像を分析して興味対象を検出することは、画像値指標を使用すること
を更に含む、請求項８に記載の方法。
【請求項１１】
　前記収集された画像を分析して興味対象を検出することは、画像内容を分析することを
更に含む、請求項８に記載の方法。
【請求項１２】
　前記取得した少なくとも１つのデジタル画像内の興味対象の領域を検出し、
　前記少なくとも１つのデジタル画像を、前記画像内の興味対象の領域にしたがって自動
的にトリミングして、調整されたデジタル画像を形成する、
　ことを更に含む、請求項１に記載の方法。
【請求項１３】
　前記少なくとも１つの画像トリガを選択することは、笑い、拍手、所定の閾値を超える
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音量レベルの移り変わり、話し言葉やフレーズ、プロンプト装置によって生じる音、ある
人の声、前記画像取得装置の視界内に好適な対象が存在すること、温度の変化、振動の変
化、スペクトルの変化、赤外線の変化、紫外線の変化、電場の変化、磁場の変化、放射線
の変化、および空気流の変化からなるグループから前記少なくとも１つの画像トリガを選
択することを更に含む、請求項１に記載の方法。
【請求項１４】
　前記信号をモニタすることは、オーディオセンサ、熱センサ、振動センサ、スペクトラ
ルセンサ、紫外線センサ、赤外線センサ、電場センサ、磁場センサ、放射線センサ、空気
流センサ、動きセンサ、および画像センサからなるグループから得たセンサからの信号を
モニタすることを更に含む、請求項１に記載の方法。
【請求項１５】
　前記少なくとも１つのデジタル画像を取得することは、静止およびビデオの両方の内容
を有する画像取得セットを取得することを更に含む、請求項１に記載の方法。
【請求項１６】
　前記画像取得セットを取得することは、静止画像と、前記画像トリガ条件の検出の前の
所定数秒間のビデオとの組み合わせ、前記静止画像と、前記画像トリガ条件の検出の後の
所定数秒間のビデオとの組み合わせ、またはそれらの組み合わせを取得することを更に含
む、請求項１５に記載の方法。
【請求項１７】
　前記静止画像をトリミングすることは、前記ビデオからの情報を用いて自動的にトリミ
ングすることである、請求項１６に記載の方法。 
【請求項１８】
　前記静止画像をトリミングすることは、前記画像トリガ条件からの情報を用いて自動的
にトリミングすることである、請求項１６に記載の方法。 
【請求項１９】
　前記少なくとも１つのセンサからの信号をモニタすることは、前記画像取得装置の少な
くとも１つのイメージングセンサをモニタすることを更に含む、請求項１に記載の方法。
【請求項２０】
　前記イメージングセンサを用いて動きを検出することを更に含む、請求項１９に記載の
方法。 
【請求項２１】
　前記少なくとも１つのセンサからの信号をモニタすることは、光レベルにおいて所定の
閾値を超える変化を検出することを更に含む、請求項１９に記載の方法。
【請求項２２】
　前記少なくとも１つの画像トリガ条件を選択することは、２つ以上の画像トリガ条件を
選択し、前記２つ以上の画像トリガ条件の閾値の全てが満たされたことを検出すると、少
なくとも１つのデジタル画像を取得することを更に含む、請求項１に記載の方法。
【請求項２３】
　前記少なくとも１つの画像トリガ条件を選択することは、前記画像取得装置に対する所
定のデフォルト条件を受け入れることを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項２４】
　前記少なくとも１つのデジタル画像を取得するための前記画像トリガ条件は、記画像取
得装置の視界における動作の開始または動作の停止を検出することを更に含む、請求項１
に記載の方法。
【請求項２５】
　画像を取得する装置であって、
　少なくとも１つの画像トリガ条件を選択し、前記少なくとも１つの画像トリガ条件に対
応する閾値レベルを設定する画像取得装置と、
　前記画像取得装置に接続されて、前記少なくとも１つの画像トリガ条件を検出する少な
くとも１つのセンサと、
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　前記画像取得装置に接続されて、前記少なくとも１つの画像トリガ条件が前記閾値レベ
ルを満たすことを検出すると、取得された少なくとも１つのデジタル画像を保存するメモ
リと、
　を有する装置。
【請求項２６】
　少なくとも１つの画像トリガ条件を選択する画像取得装置を更に含み、
　前記少なくとも１つの画像トリガ条件は、前記画像取得装置のディスプレイに表示され
たデジタル画像の一部に含まれる興味対象として選択される、請求項２５に記載の装置。
【請求項２７】
　前記興味対象は、以前に取得されて前記画像取得装置に保存されたデジタル画像の一部
を含む、請求項２６に記載の装置。
【請求項２８】
　前記興味対象は、前記画像取得装置にアクセスできるデジタル画像の一部を含む、請求
項２６に記載の装置。 
【請求項２９】
　前記デジタル画像はネットワークを介してアクセスできる、請求項２８に記載の装置。
【請求項３０】
　表示された画像の一部から前記興味対象を選択することは、前記興味対象を示すための
タッチスクリーンを更に含む、請求項２６に記載の装置。
【請求項３１】
　表示された画像の一部から前記興味対象を選択することは、前記画像取得装置に表示さ
れた画像の中の、物体、動物、および人からなるグループからの画像の一部の輪郭を描く
ことを含む、請求項２６に記載の装置。
【請求項３２】
　前記センサは、オーディオセンサ、熱センサ、振動センサ、スペクトルセンサ、紫外線
センサ、赤外線センサ、電場センサ、磁場センサ、放射線センサ、および空気流センサを
含む環境センサからなるグループから得られる、請求項２５に記載の装置。
【請求項３３】
　前記検出された条件は、笑い、拍手、所定の閾値を超える音量レベルの移り変わり、話
し言葉やフレーズ、プロンプト装置によって生じる音、ある人の声、前記画像取得装置の
視界内に好適な対象が存在すること、からなるグループから得られる、請求項２５に記載
の装置。
【請求項３４】
　前記少なくとも１つのデジタル画像内の興味対象の領域を検出し自動的にトリミングし
て、調整されたデジタル画像を形成する、請求項２５に記載の装置。 
【請求項３５】
　前記画像取得装置は、前記少なくとも１つの画像トリガ条件が前記閾値レベルを満たす
ことを検出すると、静止とビデオの両方の内容を有するデジタル画像取得セットを保存す
るモードを更に有する、請求項２５に記載の装置。
【請求項３６】
　画像取得セットを取得することは、静止画像と、前記画像トリガ条件の検出の前の所定
数秒間のビデオとの組み合わせ、前記静止画像と、前記画像トリガ条件の検出の後の所定
数秒間のビデオとの組み合わせ、およびこれらの組み合わせからなるグループから少なく
とも１つを取得することを更に含む、請求項３５に記載の装置。
【請求項３７】
　前記静止画像をトリミングするとは、前記ビデオからの情報を使って自動的にトリミン
グすることである、請求項４０に記載の装置。 
【請求項３８】
　前記静止画像をトリミングするとは、前記画像トリガ条件からの情報を使って自動的に
トリミングすることである、請求項４０に記載の装置。
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【請求項３９】
　前記少なくとも１つのセンサは動きを検出する、請求項２５に記載の装置。
【請求項４０】
　前記少なくとも１つのセンサは光レベルにおける所定の閾値を超える変化を検出する、
請求項２５に記載の装置。
【請求項４１】
　前記少なくとも１つの画像トリガ条件は、前記画像取得装置に対する所定のデフォルト
条件から受け入れられる、請求項２５に記載の装置。 
【請求項４２】
　前記画像取得装置の視界における動作の開始または動作の停止を検出するセンサを更に
含む、請求項２５に記載の装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、概して画像取得に関し、特に直接的な操作者の介在が無くても一連の環境的
合図に反応するカメラ装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　最近のデジタルカメラを使い易くし、トラブルを比較的少なくした進歩にも拘わらず、
依然として写真撮影の体験を楽しむことを阻みかねない欠点がある。最も直感的な「コン
パクト」デジタルカメラを使う場合であっても、撮影者は参加者としてイベントを楽しむ
よりも、写真を撮る作業に巻き込まれてしまう場合が多々ある。多くの場合、これはノル
マとして受けいれられている。つまり、写真撮影者は、することがあるので、他の参加者
よりも写真撮影の体験から多少なりとも阻害されてしまう。また、この構成の別の欠点は
、イベントでの参加者の反応に関連する。つまり参加者達は、今、自分たちの写真が撮ら
れているということを知っており、撮影中にあまり自然に振る舞えないかもしれない。
【０００３】
　写真の撮影者を自由にし、カメラの後ろから引っ張りだして撮影シーンの一部にするた
めに多くの解決策が提案されてきた。最もよく行われる解決策として、全ての設定や調節
をした後に撮影者をカメラの後から引っ張り出すことができる遅延タイマを使うという方
策から、遠隔操作ができるシャッタその他の装置を用いるという方策まである。これらの
解決策によって、撮影者を自由にする方策を提供することができるが、イベントにおいて
写真を得るためには尚、多くの注意や設定が必要である。
【０００４】
　カメラの遠隔作動は、産業上のモニタリング、偵察、建物のセキュリティ等の適用にお
いて行われてきた。例えば、画像取得のために音や動きに応じて始動するシステムを用い
れば、人の出入り、人や動物や物体の動き等といった様々な種類のイベントを記録するこ
とができる。遠隔モニタリング用のウェブカム装置も、赤外線（ＩＲ）動き検出装置等か
らのノイズ、光、音、または動きを感知すると、画像を撮影するだろう。係るシステム用
のカメラは概して固定された場所に配置され、既知のフォーマットで画像内容を取得する
。イベント検出カメラ装置は、例えば米国特許出願公開第２００４／００８０６１８号「
Ｓｍａｒｔ　Ｃａｍｅｒａ　Ｓｙｓｔｅｍ」（Ｎｏｒｒｉｓ等）に開示されている。
【０００５】
　イベントを撮影するためにカメラを遠隔作動する際に、セキュリティやモニタリング用
に開発された解決策を利用することができる。しかし、家族や友人と一緒の瞬間を捕らえ
る家庭用の写真を撮影する撮影環境と、遠隔地でのイベントをモニタする日常的な作業の
撮影環境との間には、多くの大きな差がある。家庭のイベントで写真を撮る場合には、例
えば画像品質、対象の選択、タイミングは大きな関心事であるが、遠隔モニタリングでは
さほど重要ではない。動きや音を検出してカメラを作動させることは、遠隔地で仕事用の
画像を得る場合には十分であるが、例えば誕生会や休暇中の友人との集まりといった家族
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のイベントでは、好ましい写真は撮り難いであろう。
【０００６】
　より自然な写真撮影の体験を提供する試みとして、米国特許出願公開第２００５／００
１２８３０号「Ａｕｔｏｎｏｍｏｕｓ　Ｃａｍｅｒａ　Ｈａｖｉｎｇ　Ｅｘｃｈａｎｇｅ
ａｂｌｅ　Ｂｅｈａｖｉｏｒｓ」（Ｐｉｌｕ）に概説された試みがある。この８３０号Ｐ
ｉＩｕ特許は、動きメモリを備え着用できるカメラを開示する。このカメラは、対象領域
からのデータを分析することによってイベントや興味対象の状態を検出できる。同様に、
ヒューレットパッカード社のグループは「ａｌｗａｙｓ　ｏｎ　ｃａｍｅｒａ（いつでも
カメラ）」を提案している。これは、継続的に記録を行い、得られた膨大な量の画像をソ
ートして、保存するに足る好ましい数枚の写真を選ぶための支援をするアルゴリズムによ
って補完されている。例えば、ある型のものは、一対の眼鏡の側面に固定される。これは
少なくとも幾らかの人達にとっては使い勝手がよい。カメラを頭の側部から突き出すよう
にすることが自然だと感じるかもしれないが、この場合、対象領域内にいる撮影対象の人
々の自然かつ自発的な動きを引き出せるかについては、疑問がある。更に、ウェアラブル
（着用できる方式の）解決策を用いると、撮影者を撮影画面に入れることはなく、単にユ
ーザがカメラを構える方法を変えるだけである。家庭用の写真を撮る様々な状況について
、カメラを撮影者に付けるという発想は、撮影者を「自由にする」という考えとは相容れ
難くみえる。
【０００７】
　つまり、より自然かつ自発的な方法で画像を自動的に得ることに価値あることを認める
と、既存の解決策は、一つには撮影者を画像取得機能から自由にするために必要なこと、
また別には対象者を「写真を撮られている」という精神的な束縛から解放するために必要
なことを、満たしていない。「大量の」画像を継続的に得た後に分類するという既存の解
決策では、人が写真を撮って保存しておきたいと思う決定的な瞬間を特徴づける興奮、自
発性、社交的な交流といった要素を失ってしまう。
【０００８】
　既存の解決策は、決定的な瞬間を撮る場合に、静止画像またはビデオ画像のいずれかを
取得することを含む。静止画像と同様、ある瞬間の前後の動画を含む全体の瞬間を捕らえ
ることができると、撮影者の経験と同様、その瞬間の前後状況についての情報（context
）を増やすであろう。一方、ビデオと静止画像との両方を組み合わせて得ることは、国際
公開ＷＯ２００４／１１１９７１　Ａ２「Ａｕｔｏｍａｔｉｃ　Ｔｒａｆｆｉｃ　Ｖｉｏ
ｌａｔｉｏｎ　Ｍｏｎｉｔｏｒｉｎｇ　ａｎｄ　ｒｅｐｏｒｔｉｎｇ　Ｓｙｓｔｅｍ　ｗ
ｉｔｈ　Ｃｏｍｂｉｎｅｄ　Ｖｉｄｅｏ　ａｎｄ　Ｓｔｉｌｌ－Ｉｍａｇｅ　Ｄａｔａ」
に開示されている。これは、交通違反の証拠としての使用に限定される上に、複数のビデ
オおよび静止写真撮影装置と、複数の撮影画像とを必要とする。消費者が使用でき、決定
的瞬間の全てを一台で捕らえられる装置が、撮影者を画像取得機能から解放するために必
要である。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００９】
【特許文献１】米国特許出願公開第２００４／００８０６１８号明細書
【特許文献２】米国特許出願公開第２００５／００１２８３０号明細書
【特許文献３】国際公開第２００４／１１１９７１号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　既存の解決策においては対処あるいは解決されていない問題の中に、動きを含む画像化
を改良する必要性がある。例えば、一般の撮影者にとって、動いているサッカーボールや
、ゴールキーパーが取る直前あるいは取り損なう直前のサッカーボールの画像を撮ること
は難しい。高速の動きの場合、一般の人が撮影した写真は遅れる傾向がある。これはカメ
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ラ操作者による遅れと、画像取得タイミング自身に由来する遅れとの両方の理由による。
その結果、より興味深い画像を、時には僅かの差で逃す可能性がある。ビデオ列を後で編
集することは係る問題に対処する従来の解決策の一つである。しかし、高速イベントを画
像化でき、撮影者に大幅な自由と撮影時の使い易さとを与えられる方法があれば、非常に
都合がよい。
【００１１】
　したがって、撮影者を写真撮影の作業に拘束したり写真から排除したりすることがなく
、好ましい写真が撮れる可能性が高く、より満足がいく写真撮影体験を提供するために、
新たなアプローチが必要だと思われる。ある状況では、自律的カメラの実現可能な解決策
は、グループイベントでの専属撮影者に対して有効な代理を提供することですらある。写
真を撮る消費者の必要性に適した、自動または「自律」カメラ動作のための装置および方
法を提供することは利点である。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　概して、本明細書は、自律的動作を含むようにデジタル画像化装置の多用途性を改良す
ることに関する。この目的を念頭に、本発明は、少なくとも１つの画像トリガ条件を選択
し、前記少なくとも１つの画像トリガ条件に対応する閾値レベルを入力し、前記少なくと
も１つの画像トリガ条件を検出する少なくとも１つのセンサからの信号をモニタし、前記
感知した少なくとも１つの画像トリガ条件が前記閾値レベルを満たすことを検出すると、
少なくとも１つのデジタル画像を取得する、ことを含む、画像を取得する方法を提供する
。
【００１３】
　本発明の一態様は、画像を取得する装置である。当該装置は、少なくとも１つの画像ト
リガ条件を選択し、前記少なくとも１つの画像トリガ条件に対応する閾値レベルを設定す
る画像取得装置と、前記画像取得装置に接続されて、前記少なくとも１つの画像トリガ条
件を検出する少なくとも１つのセンサと、前記画像取得装置に接続されて、前記少なくと
も１つの画像トリガ条件が前記閾値レベルを満たすことを検出すると、前記取得された少
なくとも１つのデジタル画像を保存するメモリと、を有する。
【００１４】
　本発明の別の態様は、画像取得セットを取得する方法である。画像取得セットは、静止
画像と、少なくとも１つの画像トリガ条件の検出によって誘発された画像取得に続いて、
前の数秒間のビデオとの組み合わせ、あるいは静止画像と、画像トリガ条件の検出に続く
数秒間のビデオとの組み合わせ、またはそれらの組み合わせからなる。この方法は、ビデ
オ画像を取得し、当該ビデオ画像の少なくとも最新の部分を継続的に保存し、静止画像を
取得するための指示に反応し、静止画像とビデオ画像の最新部分とを保存することを含む
。
【００１５】
　本発明の上記および他の目的、特徴、および利点は、以下の詳細な説明を図面を参照し
ながら読むことによって当業者には明確になるであろう。図面は本発明の例示的な実施形
態を示し説明する。
【００１６】
　本明細書は、本発明の主題を特に指摘し明確に請求する請求項と共に完結するが、本発
明は添付の図面に関連して以下の説明を読むことで、より良く理解されるであろう。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】本発明の実施形態に係るデジタル画像取得装置の概略ブロック図である。
【図２】本発明にしたがって、イベントにおいて用いられるデジタル画像取得装置を示す
ブロック図である。
【図３】本発明に従って取得された画像取得セットのタイミングチャートである。
【図４】本発明の一実施形態に係る画像化システムのセットアップのためのインタフェー
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ス画面の一例を示す図である。
【図５】画像トリガのセットアップのために用いるユーザインタフェース画面を示す平面
図である。
【図６】画像取得を自動的に誘発するために用いるステップを示すロジックフローを示す
図である。
【図７】本発明の一実施形態にしたがって自動反応モードが如何に動作するかを示す図で
ある。
【図８】多様な画像対象を画像取得トリガとして使用するために操作者がカメラを訓練す
る手順を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　本発明の多様な実施形態を、図面を参照しながら詳細に説明する。ここでは、同様の参
照番号は複数の図面を通して同様の部品や組立て品を示す。様々な実施形態を参照するこ
とで本発明の範囲を制限するということはなく、本発明の範囲は添付の請求項の範囲によ
ってのみ制限される。更に、本明細書に説明される任意の例はそれに限られるというもの
ではなく、請求された発明の多くの考え得る実施形態の幾つかを示すにすぎない。
【００１９】
　本発明は、カメラ等の自律的画像取得装置を提供し、家族、友人、グループイベント等
の写真を撮影する消費者の必要性に適合する解決策を提供する。自律的画像取得装置は、
当該装置によって感知されるプロンプトに反応し、ユーザによって入力された指示、ユー
ザによって行われた訓練、または適切な画像トリガ条件として装置によって検出された環
境的なイベントにしたがって、デジタル画像を自動的に取得する。この装置は融通がきき
、プログラム可能な多数のイベントの任意のイベントに加え、ユーザが画像取得ボタンを
押すことによっても、画像取得をトリガする（画像取得を開始させる）ことができる。本
発明の実施形態では、画像取得装置を用いて得られた画像はビデオ画像でも静止画像でも
よく、ビデオ画像と静止画像の組み合わせでもよい。
【００２０】
　以下に説明する実施形態の画像取得装置は、デジタル静止カメラ、ビデオカメラ、静止
およびビデオ画像の両方を取得できるカメラでもよい。画像取得セットは画像取得装置に
よって得られる。これは、当該装置の性能と、操作者または装置制御ロジックによって特
定されるセットアップパラメータとに基づいて、当該装置によって得られる静止およびビ
デオ画像の一方または両方を一枚以上含み得る。一実施形態において、画像取得セットは
、静止画像と、画像トリガ条件の検出に先立つ所定秒間のビデオとの組み合わせ、静止画
像と、画像トリガ条件の検出に続く所定秒間のビデオとの組み合わせ、および／またはこ
れらの組み合わせからなる。
【００２１】
　図１は、本発明の実施形態に係るデジタル画像取得装置１０の概略ブロック図である。
少なくとも１枚のレンズ１３と画像センサ１５とを含む画像取得モジュール１２が、写真
を自動的に取得するロジックプログラムを実行する中央処理装置１４に接続している。ま
た、少なくとも１つのセンサ１８が中央処理装置１４と通信し、画像取得モジュール１２
を作動させることによって、中央処理装置１４が、感知された条件に反応して画像を取得
できるようにする。取得された画像の画像データを任意のストレージ１６に局在的に保存
するか、イーサーネット（Ethernet（登録商標））ネットワークやその他の種類のネット
ワーク等といったネットワーク２２を介して遠隔地にあるストレージに送信することがで
きる。ユーザインタフェース２０によって操作者の指示を入力し、中央処理装置１４によ
ってこの指示を実行できるようにする。これによって画像取得装置１０の柔軟な動作や反
応が実現できる。
【００２２】
　画像取得技術の当業者には自明なように、図１の基本的な構成によって多数の異なる実
施形態を実現できる。例えば、デジタル画像取得装置１０は、中央処理装置１４、ユーザ
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インタフェース２０、またはストレージ１６のいずれかと共に一体的に組み込まれたセン
サ１８を有することができる。また、１個以上の環境センサ１８を提供することもできる
。これは音、光 (可視光、紫外線、または赤外線)、振動、熱、電場、磁場、放射線、後
述のように合図またはプロンプトとして機能できるその他の環境変数を検出するセンサを
含む。中央処理装置１４はオンボードマイクロプロセッサ、または例えばラップトップコ
ンピュータやワークステーション等の別個のパーソナルコンピュータでもよい。ユーザイ
ンタフェース２０を装置１０に内蔵することも、別にすることもできる。中央処理装置１
４およびストレージ１６のコンポーネントはネットワーク２２上の別の場所に離れて配置
することができる。コンポートネント間の接続は、必要な柔軟度に応じて、有線または無
線でもよい。したがって、以下の説明のために、図１に示す構成は、任意の数の変形を行
うことができる有益なモデルとして機能できる。
【００２３】
　図２は、本発明にしたがってイベントに用いられるデジタル画像取得装置１０を示すブ
ロック図である。デジタル画像取得装置１０を、例えば室内イベントでは棚や背の高いテ
ーブルの上といった、画像を取得するために従来から使われる場所に設置する。あるいは
、デジタル画像取得装置１０を手に持ったり、体に装着したりして、画像を取得したい大
まかな方角に向けるといった方法で用いることもできる。１個以上のセンサ１８をデジタ
ル画像取得装置１０に組み込んだり、または１個以上のセンサをデジタル画像取得装置１
０から離れた任意の適切な場所に、これら双方を接続する通信チャネルが許容するように
設置したりしてもよい。相互を接続する通信チャンネルは有線でも無線でもよい。１個以
上のセンサ１８を隠したり、シーンの中の物体として偽装したり、その中に置いたり、そ
のシーンやデジタル画像取得装置１０の傍にいる誰かに身につけさせたりすることができ
る。
【００２４】
センサの種類および構成（arrangement）
　センサ１８は多様な種類のセンサ装置の内の任意の装置でよく、多数の状態の内の任意
の状態を、特に中央処理装置１４の処理性能を使って、検出できる。複数のセンサ１８を
用いることもできる。センサ１８は、例えばオーディオセンサでもよい。一実施形態では
、所定の閾値レベルより上のノイズによって、画像を取得する適切なタイミングを示すこ
とができる。しかし、画像取得を行うための適切な、より繊細な合図もあり得る。音の種
類によっても画像を取得するために有利なタイミングを示すことができる。これは１人以
上の参加者からの合図を含むことができる。例えば、キーワード、プロンプト装置のよう
なものから得られる音（人間の耳に聞こえても聞こえなくてもよい）、笑い声、音量の急
激な変化（高音から低音へ、または低音から高音へ）、拍手、沈黙への移り変わり等であ
る。１人以上の参加者の音声の特徴（profile）を得ることが出来、中央処理装置１４を
任意の特定の人の声や１人以上の人から得られる音のイントネーションに反応するように
プログラムする。動物や、ベル等の物体からの音も、画像取得をトリガする（開始する）
ことができる。
【００２５】
　あるいは、センサ１８は熱センサ、赤外線センサ等といった任意の種類の環境センサで
もよい。イベントの参加者から検出された熱を使って、画像の取得を始めることができる
。画像フィールド（image field）について検出された熱特性（profile）の変化、例えば
動きを示す変化等も、利用することができる。センサ１８は光の変化を感知できる。これ
は明度やスペクトルの変化を含む。可視スペクトルを超えて紫外線領域または赤外線領域
に入りこむスペクトルの変化を、センサ１８によって感知することができる。この種類の
変化を用いて、例えば画像の取得を始めるために適切な動きを示すことができる。あるい
は、振動や空気流をセンサ１８または複数のセンサ１８によって感知することができる。
電場、磁場、または放射も、センサ１８によって感知して、画像の取得を開始する、画像
フィールドにおける変化を感知することができる。これらの要因は、例えば１人以上の参
加者の接近具合を示すことができる。
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【００２６】
　他の実施形態では、センサ１８の役割を画像処理ソフトウェアによって行うことができ
る。この画像処理ソフトウェアは、画像取得モジュール１２によって継続的に取得される
画像データに対して実行される。画像取得モジュール１２によって取得されるビデオ信号
を継続的にモニタすることによって、当該ソフトウェアは突然の動作、動作の開始または
動作の停止、明度の変化、画像取得を開始するための画像トリガ条件とし機能できるその
他の条件等のイベントを、検出できる。
【００２７】
コンテンツの取得（キャプチャ）
　デジタル画像取得装置１０の別の動作モードにおいて、画像取得セットを得る。画像取
得セットは、静止画像と画像トリガ条件を検出する前の所定数秒間のビデオとの組み合わ
せ、静止画像と画像トリガ条件を検出した後の所定数秒間のビデオとの組み合わせ、また
はこれらの組み合わせ、からなる。この実施形態において、画像取得モジュール１２は、
静止画像と、ビデオとして構成された一連の画像との両方を取得できる。あるいは、ビデ
オは、ディスプレイに提供されたプレビュー列から得ることができる。
【００２８】
　上述した一つの問題は、カメラ操作者の反応時間に関連する。この動作モードでは、一
時バッファ１７を一時バッファとして用いて、画像取得モジュール１２によって継続的に
得られるビデオ画像の最新部分をこれに保存する。ビデオの解像度は静止画像の解像度よ
り低いので、ビデオフレームレートを早くすることができ、ビデオ列のデータレートを減
少することができ、一時バッファ１７の必要な大きさを小さくすることができる。これに
よって、画像トリガ条件を検出する数秒前からのビデオ画像を取得し、静止画像を取得す
るまでの一連のイベントを表示する方法を提供する。さらに、この数秒間のビデオが、画
像取得セットに含まれる場合、静止画像を取得するまでの脈絡の情報（context）を提供
することができる。
【００２９】
　図３は、本発明にしたがって、画像取得セットを如何に取得できるかを示す単純化した
タイムチャートである。図３において、窓３２は時間窓３２を示す。時間窓３２において
、時間ｔ１は、一時バッファ１７にビデオデータを保存できる時間ｔ２よりも所定時間前
の時間を示す。例えば、時間ｔ１は時間ｔ２の１０秒前でもよい。時間ｔ３は、ビデオデ
ータを一時バッファ１７に保存できる時間ｔ２よりも所定時間後の時間を示す。例えば、
時間ｔ３は時間ｔ２の５秒後でもよい。トリガイベントは、図３のグラフに示す通り、時
間ｔ２に生じる。時間ｔ３は時間ｔ２よりも後なので、時間ｔ２～時間ｔ３のビデオデー
タをストレージ１６に直接保存することができる。画像取得セットは、時間ｔ１～時間ｔ
２のビデオ画像と、時間ｔ２に取得した静止画像と、時間ｔ２～時間ｔ３のビデオ画像と
の任意の組み合わせからなることができる。これについては以下で詳細に説明する。画像
取得セットを取得した後、これをストレージ１６に移動する。
【００３０】
　一実施形態では、静止画像を取得する前の所定期間内に撮られたビデオを画像取得セッ
トに含めることができる。この期間を、図３の窓３２では、時間ｔ１と時間ｔ２との間の
時間として示す。この期間中、ビデオを一時バッファ１７(図１)に継続して保存する。更
に、図３において時間ｔ２～時間ｔ３として示される、静止画像を取得した後の所定期間
に取得したビデオも、画像取得セットに含めることができる。時間ｔ１と時間ｔ２との間
および時間ｔ２と時間ｔ３との間の時間を、ユーザの設定、一時バッファ１７の大きさ、
デフォルト設定、またはこれらの組み合わせによって決める。装置が画像を取得する準備
ができている場合やユーザが画像取得ボタンに触れた場合にビデオを一時バッファ１７に
継続的に保存する。準備ができている場合とは、例えば、デジタル取得装置１０が、ユー
ザがデジタル取得装置１０を取り上げた場合に画像取得セットを可能にするモードに設定
されている場合である。
【００３１】
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ユーザインタフェース例
　図４は、本発明の一実施形態に係る画像化（イメージング）システムをセットアップす
るためのインタフェース画面３０の一例を示す。一実施形態では、画像取得システムをプ
ログラムして、イベント環境における僅かな合図に対して反応するようにする。例えば、
笑いは、量化することができて、画像取得を開始するために使用できる特定のオーディオ
信号特徴を有し得る。何らかのトレーニング（学習）を利用することもできる。トレーニ
ン具をすることにより、中央処理装置１４は、ある種の音と別の種の音（あるいは、より
一般的には、感知したある種類の状態と別の状態）とを識別するにあたり、より良い結果
を達成するようにプログラムされる。
【００３２】
　図４では、インタフェース画面３０がカメラディスプレイに表示され、タッチスクリー
ンによるメニュー選択を利用する。拡大可能なメニュー選択３４を提供することで、画像
の自律的取得のための基本的な合図やプロンプトを選択することができる。図５の例では
、音量変化条件を、画像の取得を開始するプロンプトとして選択する。カメラ操作者は、
画像や画像取得セットを取得させるための音量変化の閾値の設定３６を行う。カメラに設
けられた制御ノブの位置を変えることで、設定レベルを設定することができる。あるいは
、タッチスクリーンや別の種類の操作者入力メカニズムを用いて、好適な設定レベルを得
ることができる。
【００３３】
　移り変わる状態を画像取得トリガとして効果的に利用することができる。これは静止状
態よりも有用であり得る。例えば、ある閾値より上のノイズを感知した場合に画像を取得
するように、デジタル画像取得装置１０を設定することができる。しかし、比較的騒がし
い環境下では、このような設定のためにデジタル画像取得装置１０が作動して、所望より
多くの頻度で画像を取得することにもなり得る。この代わりに、例えば、所定の時間間隔
内にノイズレベルが所定ｄＢ移り変わることにより、カメラユーザに興味を起こさせるイ
ベントが行われている最中に画像取得を開始する可能性を高めるようにしてもよい。
【００３４】
　他のプロンプト選択は、図５に示す簡単な例よりも複雑になる可能性がある。例えば、
プロンプトを選ぶことによって声の種類（例えば、大人か子供か）や、特定の人の声を特
定することができる。中央処理装置１４（図１)上で動作する音声認識ソフトウェアが、
一人以上の人の声を合図として検出するために用いられるだろう。これについては、以下
のより詳細な例において説明する。
【００３５】
　画像取得トリガとして使用するために選択できるその他のイベントとしては、以下に説
明するイベント等がある。ただし、これらのイベントに限定されるということではない。
つまり、色、明度、その他の画像特性の変化である。動きは、突然の動作、動作の停止、
特定の閾値速度より上または下の動きといった多数の特徴によって検出することができる
し、あるいは、プログラム可能なその他の特徴を選択することによっても選択することが
できる。内容を、画像取得トリガとして用いることもできるので、様々な画像対象を検出
して、画像取得トリガとして機能させることができる。例えば、画像領域内にある多数の
顔といった変数は、画像取得トリガとして機能することができる。激しい運動（exertion
）や赤面などを示すかもしれない顔色や色の変化も画像取得装置１０によって感知されて
、画像取得のための画像トリガ条件として用いられるだろう。
【００３６】
　更に他に規定された内容の条件としては、人、動物、顔、またはその他の区別可能な被
写体（subject）や物体を検出することを含むことができる。デジタル画像取得装置１０
は周期的に画像を分析し、その画像が人、ペットその他の動物、または興味対象の物体で
あるかを決定するロジックツールを備えることができる。デジタル画像取得装置１０も、
後述のように、特定の人や物体を「学習」する性能を有することができる。
【００３７】
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　多数の任意のセンサを使って、光や音に通常、関連づけられている以外の条件を検出す
ることができる。赤外線検出装置を選んで、ある人々、ペット、体温や、視界内において
測定される熱特性におけるその他の変化が適切な画像取得トリガである状況を、識別でき
る。体温、ＥＫＧ、振動、その他の検出可能なパラメータ用のセンサを使用することがで
きる。
【００３８】
　上述のように、静止およびビデオ画像の両方を画像取得セットの一部として取得するこ
とができる。デジタル画像取得装置１０の操作者インタフェースによって、操作者に対し
て、特にいずれかの種類の画像の取得、または両方の種類を組み合わせた画像の取得のた
めの画像トリガ条件を設定するオプションを提供することができる。
【００３９】
特定された音声または他のオーディオ信号を使用する例
　図６は、本発明に係る音声及び／またはオーディオ検出ロジックを示すフローチャート
である。音声その他のオーディオ検出について、図６のロジックフローや類似のロジック
を用いることができる。以下の例やステップを音声の例のために説明する。ただし、任意
の種類の音（特定のペット、楽器、ドアが開く音、電話、ベル、または他の音等）も、自
律的画像取得モードに設定されたデジタル画像取得装置１０によって画像を取得するため
の同様の刺激になる可能性がある。
【００４０】
　選出ステップ１００において、操作者は１つ以上の音声（または他の音）に対する音声
または音の認識を、インタフェース画面３０コマンドを用いて指定する。サンプル取得ス
テップ１１０において、操作者は、識別された人や人々にマイクに向かって話をさせる。
マイクはカメラに設けるか、カメラまたは中央処理装置１４に取り付けることができる。
求められる洗練さの度合いに応じて、音声サンプルを比較的簡単にして、話し手が、基本
的なオーディオ特徴（profile）を作成するために十分である数秒間だけ話せばいいよう
にすることができる。より複雑な設定の場合、識別された人に対して特定のフレーズを話
すように求めることができる。このフレーズによって、特定の人のトーンや話し方のパタ
ーンを特徴づけ、他人のそれと区別することができる。
【００４１】
　モニタステップ１２０は、カメラが一旦、自律的動作で作動させられると、実行される
。モニタステップ１２０の間、デジタル画像取得装置１０に設けられた中央処理装置１４
が、マイクの入力信号から検出されたオーディオ列を継続的にモニタする。イベント検出
ループステップ１３０は、制御ロジックが特定の人（または人々）の声が検出されたか否
かを判断する際に、周期的に実行される。係る声が検出された場合、画像取得ステップ１
４０が実行される。その後、次の操作者コマンドが受信されるまで、イメージ化を停止す
ることができる。あるいは、特定の人（々）または参加者が話したことを示すオーディオ
「イベント」が検出される度に、継続的な画像取得が開始されてもよい。
【００４２】
環境変数への自動反応
　図７は、本発明の一実施形態にしたがって自動反応モードが如何に動作するかを示す。
デジタル画像取得装置１０を自動反応モードに設定することができる。このモードでは、
「期待」設定または「標準」設定における変化に対して反応する。このモードにおいて、
デジタル画像取得装置１０は、その視野おける変化に順応し、その環境において十分な量
の変化を検出した場合に画像を取得することができる。このようにして、例えばデジタル
画像取得装置１０を、最初は誰もいない部屋の中に置いておくことができる。その後、人
が入室した際に検出される活動は、デジタル画像取得装置１０を作動させて画像を取得す
るために十分なエネルギーを有する可能性がある。
【００４３】
　図７では、モード初期化ステップ２００を最初に実行する。このステップでは、デジタ
ル画像取得装置１０を、その特定の視野に順応するためのモードに設定する。１つ以上の
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事前に設定された閾値設定２０２を設けることで、デジタル画像取得装置１０が画像取得
を行う「エネルギーレベル」のための感度閾値を設定するための支援をすることができる
。続く自習ステップ２１０では、デジタル画像取得装置１０をトレーニングしてシーンに
ついて学習させ、画像トリガ条件閾値を求めさせる。ステップ２１０では、デジタル画像
取得装置１０が、その環境から得られる１つ以上の変数を感知する。これらの変数は例え
ば、その視野内での活動、周囲の雑音レベル、相対的な明度、色、その他の検出可能な合
図を含み得る。このモードに設定されている間、デジタル画像取得装置１０は感知した活
動を時間の経過に伴って統合(integrate)し、その「世界」がどのように見えているかに
ついての特徴的な「プロファイル」を得る。次にデジタル画像取得装置１０は、当該シー
ンにおいて時間の経過に伴って相対的な活動やエネルギーレベルを感知すると、当該シー
ンの中で生じている移り変わりに対して反応することができる。いくらかの学習時間を経
ると、デジタル画像取得装置１０は自律動作ステップ２２０を行う準備ができる。これは
、例えば事前に設定された期間を経た後でもよい。あるいは、操作者からの指示を利用し
て自習ステップ２１０を終わらせ、自律動作ステップ２２０を開始することができる。
【００４４】
　モニタリングステップ２３０は、自律動作ステップ２２０の一部として実行される。モ
ニタリングステップ２３０の間、デジタル画像取得装置１０はその視野と、選択された一
組の環境変数とをモニタする。測定された変数の幾つかが所定の閾値を超えた場合に、イ
ベント検出ステップ２４０が行われる。例えば、外を通る車のノイズが検出されるが、そ
のノイズはデジタル画像取得装置１０が「学習」した閾値より下である場合がある。これ
は、デジタル画像取得装置１０が比較的騒がしい環境に置かれた場合に生じ得るので、予
測される環境ノイズからの偽トリガは、画像取得をトリガする（開始させる）ために使わ
れない。決定ステップ２５０は、ある種の刺激が感知された場合に実行される。感知され
た信号が、所定の閾値を超えるか、事前に設定された設定２０２および自習ステップ２１
０において学習された特徴の両方に影響され得る他の必要条件を満たす場合に、画像取得
ステップ２６０を開始することができる。これによって自律的な動作を止めることができ
る。つまり、図示するように、制御ロジックを単にモニタリングステップ２３０に戻すこ
とができる。
【００４５】
　自律動作ステップ２２０の別の部分として、デジタル画像取得装置１０は、動作中に感
知した物に基づいて、その環境を継続的に「再学習」することもできる。例えば、自習ス
テップ２１０の間、最初は会議室は無人である。人が入室し始めるとデジタル画像取得装
置１０は画像を取得し始め、上述したように、画像取得ステップ２６０に進む。例えば、
新たに人が入室する毎に、あるいは周期的に、画像を取得する。しかし、部屋が人で一杯
になるか他に入室する人がいなくなると、カメラの反応がそれにしたがって変化する。他
の実施形態では、感知したデータを統合し続けることで、デジタル画像取得装置１０は更
新された履歴を得ることができ、一旦会合が始まると、その感度閾値は変化する。次に、
再定義又は再計算される、すなわち「ローリングする（rolling：変動する）」ような種
類のノーマル状態を利用してもよく、これによってデジタル画像取得装置１０は、変化す
る環境や新しい状態に応じて、感知された条件の最新の「履歴」を使って、その閾値感度
を調整することができる。図７に示すロジックについて、自習ステップ２１０を周期的に
行うことで、決定ステップ２５０において用いる閾値の設定を調整する。この履歴を得る
ことで、音量や動きにおいて大きな変化があった場合にのみ、その後に画像の取得をトリ
ガする。つまり偽のトリガを効果的に防ぎ、凡庸な画像や繰り返しの画像の取得を最小限
にする。
【００４６】
　デジタル画像取得装置１０は自動的に自動反応モードになり、電源が入れられた場合や
タイマにしたがってモード初期化ステップ２００を行う。更に、モニタリングステップ２
３０は、異なるレベルの感度を有することができる。このレベルは時間の経過と共に変化
する。この特徴により、デジタル画像取得装置１０は「節電」モードに入ることができ、
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所定期間内にイベントが検出されない場合、バッテリその他の電力の消費量を減らす。例
えば、ユーザが、デジタル画像取得装置１０をオフにし忘れたまま、週末、会議室に置き
放しにした場合、モニタ感度を低レベルにすることが最適な節電機能になり得る。
【００４７】
　全般的に、デジタル画像取得装置１０の操作者は、当該装置を自動反応モードにおいて
使用するために多様な構成を利用することができる。しかし、一実施形態では、カメラの
設定は不要である。カメラは、操作者が他に指示しない限り、電源が入ると直ぐに自動反
応モードになる。あるいは、設定ツールを設けることで、感知された多様な条件から選択
したり、初期化閾値を提供したりすることができる。
【００４８】
　上述のように、自動反応モードにおいて取得した画像取得セットは、静止画像でも、ビ
デオ画像でも、両方の種類の画像の組み合わせでもよい。画像取得ステップ２６０では、
ある種のイベントであるとか、異なる閾値の設定であるといったある種の条件下において
、短いビデオ列を取得することができる。
【００４９】
対象またはイベントに対する学習した反応
　図８は、デジタル画像取得装置１０をトレーニングして、画像中の、識別可能な様々な
部分を、画像取得トリガとして機能する興味対象（注目の被写体）として用いるための手
順を示す。一実施形態では、デジタル画像取得装置１０は視野を継続的に分析し、興味対
象を検出すると、画像の取得を開始する。つまり、興味対象は、検出される変数を表し、
視野内に興味対象が存在するということは、画像トリガ条件の閾値レベルを超えたことを
示す。あるいは、画像トリガ条件が、興味対象の存在の変化である場合もあり得る。この
場合、興味対象が視界を離れると閾値を超える。
【００５０】
　デジタル画像取得装置１０は、特定の興味対象に反応するか、感知し得るまたは視野内
で生じる特定の種類のイベントに反応するように、学習すなわちトレーニングされる。一
実施形態では、図８の例に示すように、操作者は、多様な興味対象を画像取得トリガとし
て使用するためにカメラを教育またはトレーニングする手順を実行する。具体的には、セ
ットアップステップ３００では、操作者は、デジタル画像取得装置１０に指示して教え込
みモードにする。この指示は、カメラに設けられたコントローラ４２や、プルダウンメニ
ューや特定の制御シーケンス等といった、この目的の為に設けられたその他のコマンド入
力装置によって、入力することができる。
【００５１】
　表示ステップ３１０では、興味の対象やイベントを含む画像がカメラディスプレイ３０
に表示される。これは新たに取得した画像でも良いし、以前に保存されてカメラにアクセ
スできる画像でもよい。画像が表示されると、次に識別ステップ３２０が実行される。識
別ステップ３２０では、操作者は、画像取得トリガとして使用すべき興味対象を明示的に
示す。図８の例では、操作者は、デジタル画像取得装置１０の視野内にサッカーボールが
ある場合に画像を取得したい。操作者は、その興味対象を含む適切な画像を表示し、タッ
チスクリーン等の何らかの方法によってその興味対象を強調する。しかし、本発明は強調
するだけに制限されず、対象を選択するための任意の適切な方法を用いることができる。
例えば米国特許第７，１６４，４９０号「Ｃｕｓｔｏｍ　Ｃｕｔ　Ｉｍａｇｅ　Ｐｒｏｄ
ｕｃｔｓ」（Ｍａｎｉｃｏ等）に開示された技術である。表示された画像は以前に取得さ
れてデジタル画像取得装置１０に保存されていた画像でも、ネットワーク２２等を介して
デジタル画像取得装置１０にアクセス出来る画像でもよい。あるいは、表示された画像は
、デジタル画像取得装置１０が動作中に継続的に取得されたライブ画像でもよい。
【００５２】
　図８では、カメラディスプレイ３０に表示されたサッカーボールの周りに輪郭線４４を
描く。輪郭線４４はタッチスクリーンディスプレイ上に描かれたり、その他の方法によっ
て生じさせることができる。あるいは、指でタッチスクリーンを押すことによっても興味
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対象を識別できる。中央処理装置１４（図１）上で動作する画像分析ソフトウェアは、押
した指に最も近い物体の境界を示し、認識できるであろう。
【００５３】
　図８に示す、デジタル画像取得装置１０をトレーニングするセットアップステップを、
興味対象の「ライブラリ」を作るために十分な回数、繰り返すことができる。この同じ手
順を使って、例えば複数の人を興味対象としてデジタル画像取得装置１０に導入すること
ができる。これによってデジタル画像取得装置１０は、その「興味対象」の人々を識別し
、それら一群の人々の画像を取得するように動作することができる。興味対象のライブラ
リは、図８の例に示すサッカーボールや、任意の数の人などのような両方の対象を含むこ
とができる。
【００５４】
　類似の手順を使って特定の色や音を識別し、学習した反応対象およびイベントのライブ
ラリに同様に保存することができる。このようにして、例えばサッカーチームのユニフォ
ームやチーム歓声（team cheer）を画像トリガ条件として保存することができる。
【００５５】
　教示手順の一部により、好みで選んだものではない似た人や物の画像を得る際に、フィ
ードバックやカメラ誤差訂正を行うことができる。例えば、母親はデジタル画像取得装置
１０に対して、チームや学芸会において自分の子供を他の子供から区別するように、効果
的に教え込むことができる。
【００５６】
　多数の興味対象を組み合わせることで、ユーザはデジタル画像取得装置１０に対して、
興味対象の全てが画像内に揃っている場合に画像を取得するように教えることができる。
複数の興味対象を用いる例では、特定のジャージ番号を付けたサッカープレーヤがサッカ
ーボールやサッカーゴールと共に視野内に存在する場合に画像取得を開始するように、デ
ジタル画像取得装置１０に教示する。この場合、ジャージ番号、サッカーボール、サッカ
ーゴールの各々が興味対象として識別される。画像トリガ条件閾値は、視野内に３つの興
味対象の全てが同時に存在すること、である。
【００５７】
　別の実施形態では、デジタル画像取得装置１０は、ライブラリを使って、ライブラリの
内容に基づいて、特定のユーザが興味を持つ傾向のある被写体を検出するように設定する
ことができる。この画像のライブラリはデジタル画像取得装置１０上に置いてもよいし、
ネットワーク２２を介してアクセスされる遠隔地に置いてもよい。例えば、ある子供、ペ
ット、又はその他の対象物の画像が繰り返される場合、この特定の対象がユーザにとって
大きな価値があることを示している。画像分析ソフトウェアを用いて、様々な対象の、取
得した画像の数を追跡し、このデータを学習処理における入力として用いて、好適な興味
対象を検出することができる。同様に、デジタル画像取得装置１０は、画像の値を画像ラ
イブラリ中の各画像に対して、ユーザに知覚された値にしたがって付与することができる
。これは「画像値インデックス（Image Value Index）（ＩＶＩ）」と呼ばれる。例えば
、ユーザがある画像をどれだけ長い時間見ていたかや、それらの画像の内容に関するデー
タを取得することができる。画像内の重要な領域を、多数の方法を用いて検出することが
できる。例えば、本願と同一譲受人に譲渡された米国特許第７，０４６，９２４号「Ｍｅ
ｔｈｏｄ　ａｎｄ　Ｃｏｍｐｕｔｅｒ　Ｐｒｏｇｒａｍ　Ｐｒｏｄｕｃｔ　ｆｏｒ　Ｄｅ
ｔｅｒｍｉｎｉｎｇ　ａｎ　Ａｒｅａ　ｏｆ　Ｉｍｐｏｒｔａｎｃｅ　ｉｎ　ａｎ　Ｉｍ
ａｇｅ　ｕｓｉｎｇ　Ｅｙｅ　Ｍｏｎｉｔｏｒｉｎｇ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ」（Ｍｉ
ｌｌｅｒ等）に開示された方法である。多様な画像内容の有効値のその他の有益な指標と
しては、画像や、この装置から得た画像を識別できる内容を用いた電子メールのやりとり
の数を含めることができる。デジタル画像取得装置１０によって転送され検出された画像
を伴うメタデータも、これを走査し、ユーザにとって特別な興味があると思われる対象を
示すために用いることができる。
【００５８】
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　一旦、１つ以上の興味対象が保存されたら、デジタル画像取得装置１０は、自動反応モ
ードに設定された場合にはいつでも、これらの興味対象を画像取得トリガとして用いるこ
とができる。また、興味対象（単数および複数）が視野内にあって、対応する閾値が満た
される場合には、これらの画像取得トリガを、画像（または画像取得セット）を取得する
ための、デジタル画像取得装置１０に対する「指示」として感知することができる。追加
的なユーザ手順を設けることで、興味対象やその他の学習した画像取得トリガのライブラ
リを管理し、ユーザにとって既に無価値になった画像取得トリガを削除したり、画像取得
トリガを優先付けしたり、組み合わされた多数の画像取得トリガの使用を調整したり、す
る。
【００５９】
画像処理
　従来の写真アプローチでは、画像品質を出来るだけ最良にするためには非常に注意して
カメラ装置や照明器具を正確にセットアップしなければならなかった。一方、本発明では
、デジタル画像化の多様な利点を利用して、デジタル画像化を用いて良好な画像を得るた
めに必要な画像処理を自動化する。
【００６０】
　一実施形態では、広角カメラを用いてオリジナルのデジタル画像を取得する。次に、こ
のオリジナル画像の中心をあわせ、画像の中の重要な画像内容を識別したり、興味の少な
い内容を削除するためにトリミングをしたりする多数の周知技術の内の任意の技術を用い
てトリミングすることで、調整済みのデジタル画像を作る。現在進行中および今後予測さ
れる、画像形成の解像度における改良によって、トリミングされた画像であっても好まし
い体裁や良好な画質を維持できるようになるだろう。
【００６１】
　キーフレーム抽出方法を用いて、ユーザにとって価値があると思われるキー画像フレー
ムを検出し、識別することができる。キーフレーム抽出法は、例えば本願と同一譲受人に
譲渡された米国特許出願第１１／３４６，７０８号（２００６年２月３日出願）「Ｅｘｔ
ｒａｃｔｉｎｇ　Ｋｅｙ　Ｆｒａｍｅ　Ｃａｎｄｉｄａｔｅｓ　ｆｒｏｍ　Ｖｉｄｅｏ　
Ｃｌｉｐ」（Ｌｕｏ等）と、係属中の米国特許出願第１１／３４７，６７９号（２００６
年２月３日出願）「Ａｎａｌｙｚｉｎｇ　Ｃａｍｅｒａ　Ｃａｐｔｕｒｅｄ　Ｖｉｄｅｏ
　ｆｏｒ　Ｋｅｙ　Ｆｒａｍｅｓ」（Ｌｕｏ等）に開示されている。その他のキーフレー
ム抽出方法は米国特許出願第２００５／０２２８８４９号「Ｉｎｔｅｌｌｉｇｅｎｔ　Ｋ
ｅｙ　Ｆｒａｍｅ　Ｅｘｔｒａｃｔｉｏｎ　Ｆｒｏｍ　ａ　Ｖｉｄｅｏ」（Ｚｈａｎｇ）
に開示されている。
【００６２】
　自動ズームおよびトリミング技術も、広範囲の画像において特に興味がある部分を選択
するために有用である。使用できる自動ズームおよびトリミング技術を開示する特許の例
としては、本願と同一譲受人に譲渡された米国特許第６，６５４，５０７号「Ａｕｔｏｍ
ａｔｉｃａｌｌｙ　Ｐｒｏｄｕｃｉｎｇ　ａｎ　Ｉｍａｇｅ　ｏｆ　ａ　Ｐｏｒｔｉｏｎ
　ｏｆ　ａ　Ｐｈｏｔｏｇｒａｐｈｉｃ　Ｉｍａｇｅ」（Ｌｕｏ）および同様の米国特許
第６，６５４，５０６号「Ｍｅｔｈｏｄ　ｆｏｒ　Ａｕｔｏｍａｔｉｃａｌｌｙ　Ｃｒｅ
ａｔｉｎｇ　Ｃｒｏｐｐｅｄ　ａｎｄ　Ｚｏｏｍｅｄ　Ｖｅｒｓｉｏｎｓ　ｏｆ　Ｐｈｏ
ｔｏｇｒａｐｈｉｃ　Ｉｍａｇｅｓ」（Ｌｕｏ等）がある。画像取得セットに含まれるビ
デオを用いて、画像取得セットに含まれる静止画像の内容に適用する自動ズームおよびト
リミング処理を更に改良することができる。また、自動ズームおよびトリミング処理に対
して入力を提供することで、自動的にズームおよびトリミングされた画像の内容を、画像
取得トリガ情報を用いて更に改良することができる。
【００６３】
　本発明を、その好適な一実施形態を特に参照しながら詳細に説明したが、当業者には、
多様な変形や変更を、上述または添付の請求項が規定する本発明の範囲の中で本発明の範
囲を超えることなく、実行できることが分かるであろう。例えば、コンポーネント同士を
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ーム上で実行される制御プログラムロジックを用いることで、本発明を多くの種類のデジ
タルカメラに用いることができる。または、本発明の装置を製品として、センサ、制御ロ
ジック、インタフェース、当該装置と一体的な他の機能と共に、パッケージ化することが
できる。多様な種類の画像処理を、適用に応じて用いることができる。マルチプルカメラ
を異なる場所で使用し、感知した同じ条件を元に画像を取得する。異なる配置（arrangem
ent）のセンサを、感知した条件の多様な組み合わせを元にプログラムされた異なる動作
と共に、用いることができる。
【００６４】
　つまり、一連の環境的な合図に反応して、直接的な操作者の介在なしに画像取得セット
を取得するカメラ装置を提供する装置および方法を提供する。
【符号の説明】
【００６５】
　１０　デジタル画像取得装置、１２　画像取得モジュール、１３　レンズ、１４　処理
装置、１５　画像センサ、１６　ストレージ、１７　一時バッファ、１８　センサ、２０
　ユーザインタフェース、２２　ネットワーク、３０　画面、３２　窓、３４　メニュー
選択、３６　設定、４２　コントローラ、４４　輪郭、１００　選出ステップ、１１０　
サンプル取得ステップ、１２０　モニタステップ、１３０　イベント検出ループステップ
、１４０　画像取得ステップ、２００　モード初期化ステップ、２０２　閾値設定、２１
０　自習ステップ、２２０　自律動作ステップ、２３０　モニタリングステップ、２４０
　イベント検出ステップ、２５０　決定ステップ、２６０　画像取得ステップ、３００　
セットアップステップ、３１０　表示ステップ、３２０　識別ステップ。     　 

【図１】 【図２】
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