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(57)【要約】
　画像収集物を整理する方法であって、画像収集物内の
顔を検出すること、該検出された顔から特徴を抽出する
こと、該抽出された特徴を分析することにより、固有顔
集合を決定すること、ここで該固有顔集合内のそれぞれ
の顔は、該集合内の他の顔とは異なる人物に由来するも
のと考えられる、そして該固有の顔をユーザーに表示す
ることを含んで成る画像収集物を整理する方法。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　画像収集物を整理する方法であって：
　ａ）　該画像収集物内の顔を検出すること；
　ｂ）　該検出された顔から特徴を抽出すること；
　ｃ）　該抽出された特徴を分析することにより、固有顔集合を決定すること、ここで該
固有顔集合内のそれぞれの顔は、該集合内の他の顔とは異なる人物に由来するものと考え
られる；そして
　ｄ）　該固有の顔をユーザーに表示すること
を含んで成る画像収集物を整理する方法。
【請求項２】
　ｅ）　該ユーザーが、タッチ・スクリーン、マウス、音声入力、テキスト入力、又はキ
ーボード入力を用いて、該固有の顔のうちの１つを選択すること
をさらに含む請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　該ユーザーが、該選択された固有の顔と関連付けられるラベルを提供する、請求項２に
記載の方法。
【請求項４】
　該選択された固有の顔と類似する顔を含有する画像が、提供された名称によって注釈付
けされる請求項３に記載の方法。
【請求項５】
　１つ又は２つ以上の固有の顔を選択し、そして将来の探索のために使用することができ
る、前記選択された顔に相当するアイコンを作成することをさらに含む請求項２に記載の
方法。
【請求項６】
　同じ顔の２つ又は３つ以上のアイコンがあり、そして前記アイコンが組み合わされて単
一のアイコンになる請求項２に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の分野は、デジタル画像及びビデオの収集物を管理、ラベル付け、及び探索する
ことに関する。
【背景技術】
【０００２】
　デジタル写真技術の到来に伴って、消費者は、デジタル画像及びビデオの大量の収集物
を蓄えつつある。１撮影者当たりのデジタルカメラによる画像キャプチャの平均数は、年
々さらに増えつつある。結果として、画像及びビデオの整理及び検索は、典型的な消費者
にとって既に問題である。目下のところ、典型的な消費者のデジタル画像収集歴は数年に
過ぎない。平均的なデジタル画像及びビデオの収集歴が長くなるのに伴って、整理及び検
索の問題は増大し続けることになる。
【０００３】
　ユーザーは、該当する特定の人物を含有する画像及びビデオを見つけ出すことを望む。
ユーザーは、該当人物を含有する画像及びビデオを見付けるために、手動検索を実施する
ことができる。しかし、これは緩慢な、骨の折れるプロセスである。後から検索ができる
ように画像内の人々を指し示すラベルをユーザーが画像に付けるのを可能にする商業的ソ
フトウェア（例えばAdobe Systems Inc.によるAdobe Album）があるものの、最初のラベ
ル付けプロセスは、依然として極めて退屈なものであり、また多大な時間がかかる。
【０００４】
　顔認識ソフトウェアは、グラウンド・トゥルースラベル付け(ground-truth labeled)画
像集合(set of image)(すなわち、対応する人物同一性を有する画像集合)の存在を想定す
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る。ほとんどの消費者画像収集物は、同様のグラウンド・トゥルース集合を有していない
。加えて、顔認識は一般に、トレーニング段階を必要とし、この段階で、ユーザーはその
収集物から多くの画像にラベルを付けなければならない。このようなラベル付け段階は、
退屈なものであり、また多大な時間がかかる。多くのユーザーは、画像収集物を準備する
ために自分の側では労力をほとんど又は全くかけずに、画像内の人物たちの同一性に基づ
いて、画像収集物全体にわたる何らかの探索ができることを望むようになる。
【０００５】
　人々をセキュリティ又はその他の目的のために認識しようと試みる多くの画像処理パッ
ケージが存在する。いくつかの例としては、Cognitec Systems GmbHのFaceVACS顔認識ソ
フトウェア、及びImagis Technologies Inc.及びIdentix Inc.のFacial Recognition SDK
がある。これらのパッケージは主に、人物が均一の照明、正面のポーズ、及び無表情でカ
メラに向き合うセキュリティ・タイプ用途向きである。これらの方法は個人消費者の画像
収集物とともに用いるには、ワークフローが不親切であるため、適していない。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明の目的は、画像収集物を探索し、収集物内の固有のオブジェクト又は顔を識別す
ることである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明は、画像収集物を整理する方法であって、画像収集物内の顔を検出すること、該
検出された顔から特徴を抽出すること、該抽出された特徴を分析することにより、固有顔
集合を決定すること、ここで該固有顔集合内のそれぞれの顔は、該集合内の他の顔とは異
なる人物に由来するものと考えられる、そして該固有の顔をユーザーに表示することを含
んで成る画像収集物を整理する方法によって達成される。
【０００８】
　図面に示された態様を参照しながら、本発明の主題を説明する。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】図１は、本発明を実施することができるカメラ付き電話機に基づく撮像システム
を示すブロックダイヤグラムである。
【図２】図２は、図１のシステムを使用する、デジタル画像収集物内の画像を探索してラ
ベル付けするための本発明の態様を示すフローチャートである。
【図３】図３は、検出される顔を含む収集物内の代表的な画像集合を示す図である。
【図４】図４は、図３の収集物から導き出された代表的な固有アイコン集合を示す図であ
る。
【図５】図５は、ラベル付けされた画像と固有のアイコンとの収集物を示す図である。
【図６】図６は、デジタル画像収集物の、ユーザー開始型のクエリー（アイコン又はラベ
ル）によって見いだされる画像の部分集合を示す図である。
【図７】図７は、図２の特徴抽出子１０６を示すフローチャートである。
【図８】図８は、顔のジオメトリック特性を記述する特徴の視覚的表現を示す図である。
【図９】図９は、アイコン４２４及び４２６が同じ顔である複数の顔のアイコンを示す図
である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　下記において、本発明のいくつかの態様をソフトウェア・プログラムとして説明する。
このような方法の等価のものを、本発明の範囲内でハードウェア又はソフトウェアとして
構成することもできることは、当業者には容易に明らかであろう。
【００１１】
　画像操作アルゴリズム及びシステムは良く知られているので、本説明は具体的には、本
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発明に基づく方法の一部を形成するか、又はこの方法とより直接的に協働するアルゴリズ
ム及びシステムを対象とすることになる。このようなアルゴリズム及びシステムの他の観
点、並びにここで具体的には図示又は記載されていない、これらと関与して画像信号を生
成し、その他の形式で処理するためのハードウェア又はソフトウェアは、当業者に知られ
ているこのようなシステム、アルゴリズム、成分、及び要素から選択することができる。
下記明細書における記載内容を考えると、その全てのソフトウェアの実施は従来通りであ
り、当業者の通常の技術範囲内にある。
【００１２】
　図１は、本発明を実施することができる、デジタルカメラ付き電話機３０１に基づく撮
像システムのブロックダイヤグラムである。デジタルカメラ付き電話機３０１は、デジタ
ルカメラの１つのタイプである。好ましくは、デジタルカメラ付き電話機３０１は、画像
をキャプチャリングして見直すときにユーザーが容易に手で持つのに十分に小さな、携帯
可能な電池動作型デバイスである。デジタルカメラ付き電話機３０１は、例えば内部フラ
ッシュＥＰＲＯＭメモリー、又は取り外し可能なメモリーカードであることが可能な画像
データ／メモリー３３０を使用して記憶されるデジタル画像を生成する。画像データ／メ
モリー３３０を提供するために、代わりに他のタイプのデジタル画像記憶媒体、例えば磁
気ハードドライブ、磁気テープ、又は光デスクを使用することもできる。
【００１３】
　デジタルカメラ付き電話機３０１は、シーン（図示せず）から相補型金属酸化膜半導体
（ＣＭＯＳ）画像センサー３１１の画像センサーアレイ３１４上に光を集束するレンズ３
０５を含む。画像センサーアレイ３１４は、よく知られたBayerカラーフィルター・パタ
ーンを使用してカラー画像情報を提供することができる。画像センサーアレイ３１４は、
タイミング発生器３１２によって制御され、タイミング発生器３１２はまた、周囲の照明
が暗いときにシーンを照らすために、フラッシュ３０３を制御する。画像センサーアレイ
３１４は、例えば１２８０列×９６０行の画素を有することができる。
【００１４】
　いくつかの態様の場合、デジタルカメラ付き電話機３０１は、低解像度ビデオ画像フレ
ームを形成するために、画像センサーアレイ３１４の複数の画素を合計する（例えば画像
センサーアレイ３１４の各４列×４行領域内部に同じ色の画素を合計する）ことによって
、ビデオクリップを記憶することもできる。ビデオ画像フレームは、例えば１秒当たり２
４フレームの読み出し速度を用いて、規則的なインターバルで、画像センサーアレイ３１
４から読み取られる。
【００１５】
　画像センサーアレイ３１４からのアナログ出力信号は増幅され、そしてＣＭＯＳ画像セ
ンサー３１１上のアナログ－デジタル（Ａ／Ｄ）変換器回路３１６によって、デジタルデ
ータに変換される。デジタルデータは、ＤＲＡＭバッファメモリー３１８内に記憶され、
そして続いて、フラッシュＥＰＲＯＭメモリーであってよいファームウェア・メモリー３
２８内に記憶されたファームウェアによって制御されるデジタルプロセッサ３２０によっ
て処理される。デジタルプロセッサ３２０は、デジタルカメラ付き電話機３０１及びデジ
タルプロセッサ３２０が低電力状態にある時にもデータ及び時間を保持するリアルタイム
・クロック３２４を含む。
【００１６】
　処理されたデジタル画像ファイルは、画像／データメモリー３３０内に記憶される。画
像／データメモリー３３０は、ユーザーの個人情報、例えばアドレス帳、連絡先、及びカ
レンダーなどを記憶するために使用することもできる。画像／データメモリーは、他のタ
イプのデータ、例えば電話番号、しなければならないことのリストなどを記憶することも
できる。
【００１７】
　静止画像モードの場合、デジタルプロセッサ３２０は、レンダリングされたｓＲＧＢ画
像データを生成するために、カラー補間、及びこれに続いてカラー及びトーンの補正を行
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う。デジタルプロセッサ３２０は、ユーザーによって選択された種々様々な画像サイズを
提供することもできる。レンダリングされたｓＲＧＢ画像データは次いでＪＰＥＧ圧縮さ
れ、そして画像／データメモリー３３０内にＪＰＥＧ画像ファイルとして記憶される。Ｊ
ＰＥＧファイルは、前述のいわゆる「Ｅｘｉｆ」画像フォーマットを使用する。このフォ
ーマットは、種々のＴＩＦＦタグを使用して特定の画像メタデータを記憶するＥｘｉｆア
プリケーション・セグメントを含む。例えば、ピクチャがキャプチャリングされた日付及
び時刻、レンズのｆ／ナンバー及びその他のカメラ設定値を記憶し、そして画像キャプシ
ョンを記憶するために、別個のＴＩＦＦを使用することができる。具体的には、ラベルを
記憶するためにＩｍａｇｅＤｅｓｃｒｉｐｔｉｏｎタグを使用することができる。リアル
タイム・クロック３２４は、日付／時刻値を提供し、この値は、各Ｅｘｉｆ画像ファイル
内に日付／時刻メタデータとして記憶される。
【００１８】
　場所決定子３２５が、画像キャプチャと関連する地理的場所を提供する。場所は好まし
くは、緯度及び経度の単位で記憶される。なお、場所決定子３２５は、画像キャプチャ時
間とは僅かに異なる時間における地理的場所を決定することがある。その場合、場所決定
子３２５は、画像と関連付けられた地理的場所として、最も近い時間から地理的場所を使
用することができる。或いは、場所決定子３２５は、画像キャプチャと関連する地理的場
所を決定するために、画像キャプチャの前及び／又は後の時間における複数の地理的場所
間を補間することもできる。場所決定子３２５が地理的場所を決定することは常に可能と
いうわけではないので、補間が必要とされることがある。例えば、ＧＰＳ受信器は、屋内
にある時に信号を検出し損なうことがしばしばある。その場合、特定の画像キャプチャと
関連する地理的場所を推定するために、最後に獲得に成功した地理的場所（すなわち建物
に入る前）を、場所決定子３２５によって使用することができる。場所決定子３２５は、
数多くの画像場所決定法のうちのいずれかを利用することができる。例えば、地理的場所
は、よく知られた全地球測位システム衛星(ＧＰＳ）からの通信を受信することによって
決定することができる。
【００１９】
　デジタルプロセッサ３２０はまた、低解像度「サムネイル」サイズ画像を形成する。こ
の画像は、同一譲受人による米国特許第５，１６４，８３１号明細書（Kuchta他）に記載
されているように形成することができる。この開示内容を参考のため本明細書中に引用す
る。サムネイル画像は、ＲＡＭメモリー３２２内に記憶し、カラーディスプレイ３３２に
供給することができる。カラーディスプレイは例えば、アクティブ・マトリックスＬＣＤ
又は有機発光ダイオード（ＯＬＥＤ）であってよい。画像がキャプチャされた後、これら
は、サムネイル画像データを使用することにより、カラーＬＣＤ画像ディスプレイ３３２
上で素早く見直すことができる。
【００２０】
　カラーディスプレイ３３２上に表示されたグラフィカル・ユーザー・インターフェイス
は、ユーザーコントロール３３４によって制御される。ユーザーコントロール３３４は、
電話番号をダイアルするための専用のプッシュボタン（例えば電話機キーパッド）、モー
ド（例えば「電話」モード、「カメラ」モード）を設定するための制御装置、４方向制御
手段（上、下、左、右）、及びプッシュボタン中央「ＯＫ」スイッチを含むジョイスティ
ック・コントローラ、などを含むことができる。
【００２１】
　デジタルプロセッサ３２０に接続された音声エンコーダ・デコーダ（コーデック）３４
０は、マイクロフォン３４２から音声信号を受け取り、そしてスピーカー３４４に音声信
号を提供する。これらの成分は、電話会話のためと、ビデオシーケンス又は静止画像と一
緒に音声トラックを記録して再生するためとの両方の目的で使用することができる。スピ
ーカー３４４は、電話着呼をユーザーに知らせるために使用することもできる。このこと
は、ファームウェア・メモリー３２８内に記憶された標準着信音を使用して、又は携帯電
話ネットワーク３５８からダウンロードされ、そして画像／データメモリー３３０内に記
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憶されたカスタム着信音を使用することにより行うことができる。加えて、電話着呼のサ
イレント（例えば非可聴）通知を提供するために、振動デバイス（図示せず）を使用する
ことができる。
【００２２】
　汎用制御コンピュータ４０に接続されたドック／充電器３６４にデジタルカメラ付き電
話機３０１を接続するために、ドック・インターフェイス３６２を使用することができ、
ドック・インターフェイス３６２は汎用制御コンピュータ４０に接続される。ドック・イ
ンターフェイス３６２は例えば、周知のＵＳＢインターフェイス仕様に適合してよい。或
いは、デジタルカメラ３０１と汎用制御コンピュータ４０との間のインターフェイスは、
無線インターフェイス、例えば周知のＢｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）無線インターフェ
イス又は周知の８０２．１１ｂ無線インターフェイスであることが可能である。ドック・
インターフェイス３６２は、画像／データメモリー３３０から汎用制御コンピュータ４０
へ画像をダウンロードするために使用することができる。ドック・インターフェイス３６
２は、汎用制御コンピュータ４０からデジタルカメラ付き電話機３０１内の画像／データ
メモリーへ、カレンダー情報を転送するために使用することもできる。ドック／充電器３
６４は、デジタルカメラ付き電話機３０１内の電池（図示せず）を再充電するために使用
することもできる。
【００２３】
　デジタルプロセッサ３２０は、無線モデム３５０にカップリングされており、無線モデ
ム３５０は、デジタルカメラ付き電話機３０１がＲＦチャネル３５２を介して情報を送信
し受信するのを可能にする。無線モデム３５０は、ラジオ周波数（例えば無線）リンクを
介して、携帯電話ネットワーク３５８、例えば３ＧＳＭネットワークと交信する。携帯電
話ネットワーク３５８は、写真サービス・プロバイダー３７２と交信し、写真サービス・
プロバイダー３７２は、デジタルカメラ付き電話機３０１からアップロードされたデジタ
ル画像を記憶することができる。これらの画像は、汎用制御コンピュータ４０を含む他の
デバイスによって、インターネット３７０を介してアクセスすることができる。携帯電話
ネットワーク３５８はまた、通常の電話サービスを提供するために、標準的な電話ネット
ワーク（図示せず）に接続する。
【００２４】
　本発明の態様が図２に示されている。本発明は、画像から固有顔集合を自動的に抽出す
ることによって、人々を含有する画像及びビデオの集合を整理するのを助ける。抽出に続
いて、それぞれの顔を表すアイコンがディスプレイ上に表示される。このアイコンは、特
定の人物を含有する画像及びビデオをラベル付けし、そして当該特定の人物を含有する画
像及びビデオに関してクエリーを行うプロセスを単純化するために使用される。図２は、
図１の構造において具体化され、これらの機能のうちの多くが、デジタルプロセッサ３２
０によって提供される。本発明は、図１に示された環境以外の多くの種々異なる環境にお
いても適用することができ、デジタルカメラ又はコンピュータ又はその他の電子デバイス
上で使用することができる。
【００２５】
　デジタル画像収集物１０２及びデジタル画像収集物部分集合１１２は、画像及びビデオ
の両方を含む。便宜上、「画像」という用語は、単独フレーム画像及びビデオの両方を意
味する。ビデオは、音声及び時にはテキストを伴う画像の集合体である。デジタル画像収
集物部分集合１１２は、クエリー３３６を開始するためにユーザーコントロール３３４を
使用するユーザーによって指示されるような、該当人物を含有すると考えられるデジタル
画像収集物１０２からの画像集合である。クエリーエンジン３３８は、データベース１１
４内に記憶された情報を使用して、クエリー３３６を満足させるデジタル画像収集物１０
２からの画像を見付けることによりデジタル画像収集物部分集合１１２を生成する。デジ
タル画像収集物部分集合１１２は、人間のユーザーによって見直すためにディスプレイ３
３２上に表示される。
【００２６】
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　人物たちを含有するデジタル画像収集物１０２は、画像及びビデオ内の人物たちを識別
するために、人物検出子１１０によって検査される。人物検出子１１０は手動操作するこ
とができ、この操作の場合、ユーザーは、画像及びビデオ内の人物たちを輪郭付け、目の
位置を示し、又はこれと類似のことを行うことにより、画像及びビデオ内の人物たちの位
置を入力する。好ましくは、人物検出子１１０は、顔検出アルゴリズムを実施する。ヒト
の顔を検出する方法が、デジタル画像処理の分野においてよく知られている。例えば、画
像内の人間の顔を見付ける顔検出法が、下記論文に記載されている：Jones, M.J.; Viola
, P.,“Fast Multi-view Face Detection”、IEEE Conference on Computer Vision and 
Pattern Recognition (CVPR)、2003年6月。特徴抽出子１０６は、検出されたそれぞれの
人物と関連付けられる特徴を抽出し、そして抽出された特徴をデータベース１１４内に記
憶する。
【００２７】
　固有顔ファインダー１０８は、検出された人物たちからの特徴集合を調べ、そして固有
顔集合１２０を見付ける。理想的には、固有顔集合は、デジタル画像収集物１０２内に現
れる各人物の、正確に１つのインスタンスを含有する。固有顔集合１２０内の各顔は、集
合内の他の顔とは異なる人物のものであると考えられる。固有顔集合１２０は、Ｘ回より
も多い回数にわたってデジタル画像収集物１０２内に現れるか、又は画像及びビデオの少
なくともＹ％に現れるそれぞれの人物の１つのインスタンスであってもよい。例えば、固
有顔ファインダー１０８は、Chen及びDasによる米国特許出願公開第２００３／０２１０
８０８号明細書に記載された顔クラスタリング法と類似するアルゴリズムを実行すること
ができる。第１に、或る顔と関連付けられた特徴集合が、データベース１１４からランダ
ムに選択され、固有の個人名で呼ばれる。第２に、別の特徴集合がフェッチされ、そして
前に指定された全ての人物と比較され、相違スコアを生成する。この比較は、顔認識プロ
グラム、例えばVisionics FaceIt Software Developer's Kit (SDK)によって、又は単に
特徴ベクトル対の間のユークリッド距離を計算することにより行われる。相違スコアは、
所定の閾値と比較され、そしてもしもスコアが十分に大きい場合（すなわち、新たにフェ
ッチされた特徴集合が、前に指定された全ての人物と関連付けられた特徴集合とは十分に
異なる場合）、新たにフェッチされた特徴集合は固有の個人名で呼ばれる。そうでない場
合には、割り当て先のない顔は、最高相違スコアを有する顔を含有するクラスターに追加
される。全ての特徴集合が調べられるまで、上記ステップ（第２ステップから）が繰り返
される。例えば図３は、デジタル画像収集物１０２からの画像集合２２０を示す。検出さ
れた顔はボックス２２２で示される。
【００２８】
　結果として得られた固有顔集合１２０は、アイコン・クリエーター１２２に入力され、
アイコン・クリエーター１２２は、固有顔集合１２０内の各顔からアイコンを作成する。
このことは、デジタル画像収集物１０２の元の画像又はビデオからの顔に対応する領域を
トリミングしてサイズ変更することによって達成される。例えば図４は、図３に示された
画像収集物１０２の固有の人物たちと関連付けられたアイコン２２４を含有する固有アイ
コン集合１２４を示している。
【００２９】
　このような固有アイコン集合１２４は、画像収集物１０２の整理、ラベル付け、及びク
エリーを行うための強力なユーザーコントロール集合を形成するために使用される。図５
に示されているように、デジタル画像収集物１０２は、固有顔集合１２０のアイコン２２
４に隣接して表示されている。ユーザーコントロール３３４を使用して、ユーザーは、固
有顔集合１２０のアイコン２２４のうちのいずれか又は全てに対してラベル２２６を提供
することができる。加えてユーザーは、例えば、特定のアイコン２２４によって示される
特定の人物を含有する画像集合を、典型的なユーザーコントロール３３４、例えばタッチ
・スクリーン、マウス、音声入力、テキスト入力、又はキーボード入力を用いて、そのア
イコン２２４上にドラッグ・アンド・ドロップすることによって、デジタル画像収集物１
０２内の他の画像を容易にラベル付けする。当業者には明らかなように、他のユーザーコ
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ントロール構成、例えばジェスチャに基づくシステムを使用することもできる。次いで図
２のレベラー１０４が、データベース１１４内のこのような関連付けを記録する。或いは
、デジタル画像収集物１０２の画像又はビデオ上にアイコン２２４をドロップすることに
より、アイコンによって表された人物がターゲット画像又はビデオ内に位置していること
を指示することもできる。加えて、ターゲット画像内に２人以上の人物が存在するときに
は、ターゲット画像内部の正確な場所が、アイコン２２４と関連付けられる人物の位置を
指示する。
【００３０】
　ラベラー１０４から提供されたラベルは、特定の画像又はビデオが該当人物を含有する
ことを示す。ラベルは典型的には名前であってよく、また下記のもののうちの少なくとも
１つを含む：
　（１）　画像又はビデオにおける該当人物の名前。人物の名前は、ニックネームを含む
名、又は特定の関係又は人物の識別子（例えばママ）であってよい。
　（２）　該当人物と関連付けられた文字列のような識別子、又は「人物Ａ」又は「人物
Ｂ」のような識別子。
　（３）　画像又はビデオ内部の該当人物の位置。
【００３１】
　なお、「タグ」、「キャプション」、及び「注釈」という用語は、「ラベル」という用
語と同義のものとして使用される。
【００３２】
　該当人物に対する探索が、下記のようにユーザーによって開始される：
ユーザーは、相応の１つ又は２つ以上のアイコン２２４をクリックする（又は接触するか
、又はその他の形でユーザーコントロール３３４を通して指示する）ことによって、該当
する１人又は２人以上の人物の画像に関するクエリー３３６を示す。次いでクエリーエン
ジン３３８は、該当人物であることを示すラベルを有する、検出された人物を含有する画
像に関して、又は指示されたアイコンの顔の特徴と関連付けられた特徴と類似する対応特
徴を有する人物を含有する画像に関して、データベース１１４を探索する。
【００３３】
　例えば、図５を再び参照して、ユーザーが、３つのアイコン２２４のうちの第１及び第
２のアイコンをクリックすることにより、ハンナ及びジョーナの画像に関するクエリーを
開始すると想定する。クエリーエンジン３３８は、ハンナ及びジョーナのラベルを付けら
れた人物たちを含有する画像、又はハンナ及びジョーナのアイコンの特徴と関連付けられ
た特徴と類似する特徴を有する人物を含有する画像を見付ける。アイコンのうちの１つは
ラベル付けされていない。特徴ベクトルの比較は、パターン認識の基本的なタスクであり
、さらに論じることはしない。図６に示された、結果として生じたデジタル画像収集物部
分集合１１２が、次いでディスプレイ３３２上でユーザーに示される。次いでユーザーは
、デジタル画像収集物部分集合１１２の画像を容易にラベル付けして、事実上クエリーエ
ンジン３３８の誤りを訂正することができる。前述の画像ラベル付け方法に加えて、デジ
タル画像収集物部分集合１１２がディスプレイ３３２上に示される探索終了時に、「これ
らの画像をラベル付けしますか？」というメッセージがディスプレイ上に現れ、そしてユ
ーザーは、「はい」を選択することにより、デジタル画像収集物部分集合１１２の画像が
該当人物（ハンナ及びジョーナ）を含有することを確認することができ、それと同時に、
データベース１１４は、ハンナ及びジョーナのラベルを、デジタル画像収集物部分集合１
１２の画像と関連付けるように更新される。或いは、ユーザーは「いいえ」を選択し、デ
ジタル画像収集物部分集合１１２の画像に対するラベルを修正しないままにすることを選
ぶこともできる。
【００３４】
　図７は、図２の特徴抽出子１０６をより詳細に示している。特徴抽出子１０６は、デジ
タル画像収集物内の画像及びビデオの人物に関係する特徴を決定する。これらの特徴は次
いで、該当人物を含有すると考えられるデジタル画像収集物１０２内の画像又はビデオを
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見付けるために、人物ファインダー１０８によって使用される。特徴抽出子１０６は、人
物たちに関係する２つのタイプの特徴を決定する。グローバル特徴検出子２４２は、グロ
ーバル特徴２４６を決定する。グローバル特徴２４６は、ビデオの画像内のその人物の同
一性又は位置とは無関係の特徴である。例えば撮影者の同一性はグローバル特徴である。
なぜならば、撮影者の同一性は、いかに多くの人物たちが画像又はビデオ内に存在しよう
とも不変であり、またこれらの人物達の位置及び同一性とも同じく無関係であるからであ
る。
【００３５】
　追加のグローバル特徴２４６は下記のものを含む：
　画像／ビデオのファイル名。
　画像／ビデオ・キャプチャ時間。画像キャプチャ時間は、時刻において正確な分、例え
ば２００４年３月２７日午前１０：１７であることが可能である。或いは、画像キャプチ
ャ時間はさほど正確でなくても、例えば２００４年又は２００４年３月であることも可能
である。画像キャプチャ時間は、確率分布関数の形態、例えば９５％の信頼度で２００４
年３月２７日±２日の形態であることが可能である。多くの場合、キャプチャ時間は、デ
ジタル画像又はビデオのファイルヘッダ内に埋め込まれる。例えばＥＸＩＦ画像フォーマ
ット（www.exif.orgに記載）は、画像又はビデオのキャプチャ・デバイスが、デジタル画
像又はビデオと関連付けられる情報をファイルヘッダ内に記憶するのを可能にする。「日
付＼時刻」の入力は、画像がキャプチャされた日付及び時刻と関連付けられる。いくつか
の事例の場合、デジタル画像又はビデオは、フィルムの走査から生じ、そして画像キャプ
チャ時間は、（しばしばキャプチャ時に行われるように）通常は画像の左下コーナーの画
像領域内にプリントされた日付を検出することによって決定される。写真がプリントされ
た日付はしばしば、プリントの裏側に印刷される。或いは、いくつかのフィルム系は、キ
ャプチャ日付のような情報を記憶するために、フィルム内に磁気層を含有する。
【００３６】
　キャプチャ条件メタデータ（例えばフラッシュ発光情報、シャッタースピード、絞り、
ＩＳＯ、光景の明るさなど）
【００３７】
　地理的場所。場所は好ましくは緯度及び経度の単位で記憶される。
　シーン環境情報。シーン環境情報は、人物を含有しない領域内の画像又はビデオの画素
値から導き出された情報である。例えば、画像又はビデオ内の人物を含有しない領域の平
均値は、シーン環境情報の一例である。シーン環境情報の別の例は、テクスチャ・サンプ
ルである（例えば画像内の壁紙領域からの画素値のサンプリング）。
【００３８】
　地理的場所及びシーン環境情報は、関連画像内の人物の同一性に対する重要な手がかり
である。例えば、撮影者が祖母の家を訪問した場合、この家は、祖母が撮影されている唯
一の場所であり得る。２つの画像が同様の地理的場所及び環境でキャプチャされた時には
、これら２つの画像内で検出される人物も同じである可能性はより高い。
【００３９】
　シーン環境情報は、２つの画像を見当合わせするために、人物検出子１１０によって使
用することができる。このことは、被撮影者たちはほとんど不動であるが、しかしカメラ
が連続した写真の間で僅かに動くときに有用である。シーン環境情報は、２つの画像を見
当合わせし、これにより、２つのフレームにおける人物たちの位置を整合させるために使
用される。この整合は人物ファインダー１０８によって行われる。なぜならば、２人が、
時間的に接近してキャプチャされ見当合わせされた２つの画像内に同じ位置を占める場合
には、２人は同一人物である尤度が高いからである。
【００４０】
　ローカル特徴検出子２４０は、ローカル特徴２４４を算出する。ローカル特徴は、画像
又はビデオ内の人物の外観に直接的に関係する特徴である。画像又はビデオ内の人物に対
応するこれらの特徴を算出するためには、その人物の位置に関する知識が必要である。ロ
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ーカル特徴検出子２４０は、人物検出子１１０、又はデータベース１１４、又はその両方
から、画像又はビデオ内の人物の位置に関係する情報を渡される。
【００４１】
　人物の位置が知られたら、ローカル特徴検出子２４０は、その人物と関連付けされたロ
ーカル特徴２４４を検出することができる。顔の位置が知られたら、顔特徴（例えば目、
鼻、口など）を、よく知られた方法、例えばYuille他の“Feature Extraction from Face
s Using Deformable Templates”、Int. Journal of Comp. Vis.,第8巻、第2号、1992年
、第99-111頁によって記載された方法を用いて位置特定することもできる。この著者は、
口、目、及び虹彩／強膜境界の位置を特定するためのテンプレート照合を用いた、エネル
ギー最小化法を記載している。顔特徴は、T.F. Cootes及びC.J. Taylor “Constrained a
ctive appearance models”、8th International Conference on Computer Vision、第1
巻、第748-754頁、IEEE Computer Society Press、2001年7月に記載されているようなア
クティブ外観モデルを使用して見付けることもできる。好ましい態様の場合、Bolin及びC
henの“An automatic facial feature finding system for portrait images”、Proceed
ings of IS&T PICS Conference、2002年に記載されている人間の顔のアクティブ形状モデ
ルに基づいた顔特徴点の位置特定方法が用いられる。
【００４２】
　ローカル特徴２４４は、人物の定量的記述である。好ましくは、人物ファインダー特徴
抽出子１０６は、ローカル特徴２４４の１集合と、グローバル特徴２４６の１集合とを、
検出された人物毎に出力する。好ましくは、ローカル特徴２４４は、Cootes他の前述のア
クティブ外観モデルと類似の方法を用いて見いだされた特定の顔特徴と関連付けられた８
２個の特徴点の場所に基づいている。顔の画像に対応するローカル特徴点を視覚的に表し
たものが一例として図８に示されている。ローカル特徴は、具体的な特徴点間の距離、又
は具体的な特徴点の集合を繋ぐ線によって形成された角度、又は顔の外観のばらつきを記
述する主成分上への特徴点の投影係数であってもよい。
【００４３】
　図７を再び参照すると、グローバル特徴２４６及びローカル特徴２４４は、データベー
ス１１４内に記憶される。画像内の全ての人々と関連付けられたグローバル特徴は、ＦG

によって表される。画像内のＮ人の人物たちと関連付けられたＮ個のローカル特徴集合は
、ＦL0、ＦL1、…、FLN-1として表される。画像内の人物ｎに対応する完全な特徴集合は
、Ｆnとして表され、そして、グローバル特徴ＦGとローカル特徴ＦLnとを含む。画像と関
連付けられるＭ個のラベルは、Ｆ0、Ｆ1、…、ＦM-1として表される。ラベルが人物の位
置を含まないときには、どのラベルが画像又はビデオ内の人物を表すどの特徴集合と関連
付けられるかを知る上で曖昧さがある。例えば、画像内の２人を記述する２つの特徴集合
、及び２つのラベルが存在する場合、どの特徴がどのラベルと関連するかは明らかではな
い。人物ファインダー１０８は、このラベルをローカル特徴集合と照合し、ラベル及びロ
ーカル特徴が単一の画像と関連付けられる、このような制約された分類の問題を解決する
。任意の数のラベル及びローカル特徴があってよく、またそれぞれの数が異なっていても
よい。
【００４４】
　ここで、データベース１１４における画像と関連付けられたラベル及び特徴の入力例を
挙げる：
画像101-346.JPG
ラベルL0：ハンナ
ラベルL1：ジョーナ
特徴F0：
　　　グローバル特徴FG：
　　　　　キャプチャ時間：2005年8月7日、東部標準時午後6時41分
　　　　　フラッシュ発光：なし
　　　　　シャッタースピード：1/724秒
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　　　　　カメラ・モデル：Kodak C360 ズーム・デジタル・カメラ
　　　　　絞り：F/2.7
　　　　　環境：

　　　ローカル特徴FL0：
　　　　　位置：左目：[1400 198]　右目：[1548 202]
　　　　　C0=[-0.8, -0.01]'；
　　　　　眼鏡：なし

　　　関連付けラベル：不明

特徴F1：
　　　グローバル特徴FG：
　　　　　キャプチャ時間：2005年8月7日、東部標準時午後6時41分
　　　　　フラッシュ発光：なし
　　　　　シャッタースピード：1/724秒
　　　　　カメラ・モデル：Kodak C360 ズーム・デジタル・カメラ
　　　　　絞り：F/2.7
　　　　　環境：

　　　ローカル特徴FL0：
　　　　　位置：左目：[810 192]　右目：[956 190]
　　　　　C0=[0.06, 0.26]'；
　　　　　眼鏡：なし

　　　関連付けラベル：不明
【００４５】
　本発明の更なる態様において、図９は、固有顔ファインダー１０８による分析から決定
された固有アイコン集合１２４を示している。大抵の現実世界の問題と同様に、アルゴリ
ズムは完全な性能を有しているわけではなく、従ってアイコン４２４及び４２６は実際に
は、同じ人物の２つの異なるインスタンスである。ユーザーは、例えばアイコン４２４を
（ユーザーコントロール３３４を介して）選択してこれをアイコン４２６上にドロップす
ることにより、これらのアイコン同士を組み合わせることができる。アイコン４２４及び
４２６が組み合わされていれば、ディスプレイ３３２は、図５に示されているような３つ
のアイコンだけを示すことになる。この組み合わせのアクションはまた、アイコンが作成
される際の起源となった２つの画像が同一人物を含有することをラベラー１０４に対して
確立する。従って、アイコン４２４によって表された人物を含有する画像に関するクエリ
ー３３６は、アイコン４２４に対応する画像、及びアイコン４２６が作成される際の起源
となった画像の両方を戻すことにする。
【００４６】
　さらに、デジタル画像収集物１０２内に存在する人物が固有顔集合１２０内には現れな
いという事態が生じる場合がある。この誤りは、ユーザーがデジタル画像収集物１０２内
にその人物を見いだし、次いで固有の個人の存在を（例えば顔の周りにボックスを描くこ
とによって）指示することにより改められる。次いで、アイコン・クリエーター１２２は
、その人物と関連付けられたアイコンを作成し、そしてこれを固有アイコン集合１２４に
加える。
【符号の説明】
【００４７】
　４０　　汎用制御コンピュータ
　１０２　　デジタル画像収集物
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　１０４　　ラベラー
　１０６　　特徴抽出子
　１０８　　固有顔ファインダー
　１１０　　人物検出子
　１１２　　デジタル画像収集物部分集合
　１１４　　データベース
　１２０　　固有顔集合
　１２２　　アイコン・クリエーター
　１２４　　固有アイコン集合
　２２０　　画像
　２２２　　検出された顔
　２２４　　アイコン
　２２６　　ラベル
　２４０　　ローカル特徴検出子
　２４２　　グローバル特徴検出子
　２４４　　ローカル特徴
　２４６　　グローバル特徴
　３０１　　デジタルカメラ付き電話機
　３０３　　フラッシュ
　３０５　　レンズ
　３１１　　ＣＭＯＳ画像センサー
　３１２　　タイミング発生器
　３１４　　画像センサーアレイ
　３１６　　Ａ／Ｄ変換器回路
　３１８　　ＤＲＡＭバッファメモリー
　３２０　　デジタルプロセッサ
　３２２　　ＲＡＭメモリー
　３２４　　リアルタイム・クロック
　３２５　　場所決定子
　３２８　　ファームウェア・メモリー
　３３０　　画像／データメモリー
　３３２　　カラーディスプレイ
　３３４　　ユーザーコントロール
　３３６　　クエリー
　３３８　　クエリーエンジン
　３４０　　音声コーデック
　３４２　　マイクロフォン
　３４４　　スピーカー
　３５０　　無線モデム
　３５８　　携帯電話ネットワーク
　３６２　　ドック・インターフェイス
　３６４　　ドック／充電器
　３７０　　インターネット
　３７２　　写真サービス・プロバイダー
　４２４　　アイコン
　４２６　　アイコン
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