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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の画像を含むアルバムを作成するアルバム作成装置であって、
　前記複数の画像の配色を解析する画像配色解析部と、
　前記画像配色解析部が解析した前記複数の画像の配色に基づいて、前記複数の画像を含
むアルバムのテンプレートの配色を決定するアルバム配色決定部と
を備え、
　前記画像配色解析部は、
　前記複数の画像に含まれる複数の色を抽出する色抽出部と、
　前記色抽出部が抽出した複数の色の出現頻度を算出する色出現頻度算出部と、
　複数の色のそれぞれに対応づけて、複数の色のそれぞれが画像中に出現し得る平均的な
頻度を示す平均出現頻度を予め格納する平均出現頻度情報格納部と
を有し、
　前記アルバム配色決定部は、
　前記色出現頻度算出部が算出した複数の色の出現頻度に基づいて、前記複数の画像にお
ける特徴的な色である特徴色を決定する特徴色決定部と、
　前記特徴色決定部が決定した特徴色に基づいて、前記複数の画像を含むアルバムのテン
プレートに使用する色であるテンプレート用色を選択するテンプレート用色選択部と
を有し、
　前記特徴色決定部は、前記平均出現頻度情報格納部が格納する平均出現頻度に対する、
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前記色出現頻度算出部が算出した出現頻度の割合がより大きい色を前記複数の画像の特徴
色として決定する
アルバム作成装置。
【請求項２】
　前記アルバム配色決定部は、
　予め定められた複数の色の組み合わせを示すカラーパレットの情報を複数格納するカラ
ーパレット情報格納部
をさらに有し、
　前記テンプレート用色選択部は、前記特徴色決定部が決定した特徴色を含むカラーパレ
ットを選択し、選択されたカラーパレットに含まれる色をテンプレート用色として選択す
る
請求項１に記載のアルバム作成装置。
【請求項３】
　前記特徴色決定部は、前記特徴色を複数決定し、
　前記テンプレート用色選択部は、前記特徴色決定部が決定した複数の特徴色を含むカラ
ーパレットを選択し、選択されたカラーパレットに含まれる色をテンプレート用色として
選択する
請求項２に記載のアルバム作成装置。
【請求項４】
　前記アルバム配色決定部は、
　文字に使用する色に対応づけて、当該文字の背景に使用すべき色を示す組み合わせ色情
報を格納する組み合わせ色情報格納部
をさらに有し、
　前記テンプレート用色選択部は、前記特徴色決定部が決定した特徴色に基づいて、テン
プレートが含む文字及び当該文字の背景の一方に使用する色を選択し、選択した色に対応
づけて前記組み合わせ色情報格納部が格納する色を、文字及び背景の他方に使用する色と
して選択する
請求項１に記載のアルバム作成装置。
【請求項５】
　前記アルバム配色決定部は、
　予め定められた複数の色の組み合わせを示すカラーパレットの情報を複数格納するカラ
ーパレット情報格納部
をさらに有し、
　前記組み合わせ色情報格納部は、前記カラーパレット情報格納部が格納するカラーパレ
ット及び当該カラーパレットに含まれる複数の色のそれぞれに対応づけて組み合わせ色情
報を格納し、
　前記テンプレート用色選択部は、前記特徴色決定部が決定した特徴色を含むカラーパレ
ットを選択し、選択されたカラーパレットに含まれる色をテンプレートが含む文字及び当
該文字の背景の一方に使用する色として選択し、選択したカラーパレット及び選択した色
に対応づけて前記組み合わせ色情報格納部が格納する色を、文字及び背景の他方に使用す
る色として選択する
請求項４に記載のアルバム作成装置。
【請求項６】
　前記アルバム配色決定部は、
　予め定められた複数の色の組み合わせを示すカラーパレットの情報を複数格納するカラ
ーパレット情報格納部
をさらに有し、
　前記テンプレート用色選択部は、前記特徴色決定部が決定した特徴色との色差が予め定
められた色差より小さい色を含むカラーパレットを選択し、選択されたカラーパレットに
含まれる色をテンプレート用色として選択する
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請求項１に記載のアルバム作成装置。
【請求項７】
　前記特徴色決定部は、前記特徴色を複数決定し、
　前記テンプレート用色選択部は、前記特徴色決定部が決定した複数の特徴色との色差が
予め定められた色差より小さい複数の色を含むカラーパレットを選択し、選択されたカラ
ーパレットに含まれる色をテンプレート用色として選択する
請求項６に記載のアルバム作成装置。
【請求項８】
　複数の画像をページ毎に分類する画像分類部
をさらに備え、
　前記画像配色解析部は、前記画像分類部がページ毎に分類した前記複数の画像の配色を
ページ毎に解析し、
　前記アルバム配色決定部は、前記複数の画像を含むアルバムのテンプレートの配色を、
前記画像分類部が分類したページ毎に決定する
請求項１から７のいずれか一項に記載のアルバム作成装置。
【請求項９】
　複数の画像を含むアルバムを作成するアルバム作成装置用のプログラムであって、コン
ピュータを、
　請求項１から８のいずれか一項に記載のアルバム作成装置として機能させるプログラム
。
【請求項１０】
　ＲＡＭに読み出されたプログラムをＣＰＵが実行することにより、前記ＣＰＵを有する
コンピュータが複数の画像を含むアルバムを作成するアルバム作成方法であって、
　前記ＣＰＵが、前記プログラムに基づいて動作して前記コンピュータが有するハードウ
ェアを制御することにより、複数の色のそれぞれに対応づけて、複数の色のそれぞれが画
像中に出現し得る平均的な頻度を示す平均出現頻度を予め格納する平均出現頻度情報格納
段階と、
　前記ＣＰＵが、前記プログラムに基づいて動作して前記コンピュータが有するハードウ
ェアを制御することにより、前記複数の画像の配色を解析する画像配色解析段階と、
　前記ＣＰＵが、前記プログラムに基づいて動作して前記コンピュータが有するハードウ
ェアを制御することにより、前記画像配色解析段階において解析された前記複数の画像の
配色に基づいて、前記複数の画像を含むアルバムのテンプレートの配色を決定するアルバ
ム配色決定段階と
を備え、
　前記画像配色解析段階は、
　前記ＣＰＵが、前記プログラムに基づいて動作して前記コンピュータが有するハードウ
ェアを制御することにより、前記複数の画像に含まれる複数の色を抽出する色抽出段階と
、
　前記ＣＰＵが、前記プログラムに基づいて動作して前記コンピュータが有するハードウ
ェアを制御することにより、前記色抽出段階において抽出された複数の色の出現頻度を算
出する色出現頻度算出段階と
を有し、
　前記アルバム配色決定段階は、
　前記ＣＰＵが、前記プログラムに基づいて動作して前記コンピュータが有するハードウ
ェアを制御することにより、前記色出現頻度算出段階において算出された複数の色の出現
頻度に基づいて、前記複数の画像における特徴的な色である特徴色を決定する特徴色決定
段階と、
　前記ＣＰＵが、前記プログラムに基づいて動作して前記コンピュータが有するハードウ
ェアを制御することにより、前記特徴色決定段階において決定された特徴色に基づいて、
前記複数の画像を含むアルバムのテンプレートに使用する色であるテンプレート用色を選
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択するテンプレート用色選択段階と
を有し、
　前記特徴色決定段階は、前記ＣＰＵが、前記プログラムに基づいて動作して前記コンピ
ュータが有するハードウェアを制御することにより、前記平均出現頻度情報格納段階にお
いて格納された平均出現頻度に対する、前記算出された出現頻度の割合がより大きい色を
前記複数の画像の特徴色として決定する
アルバム作成方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、アルバム作成装置、アルバム作成方法、及びプログラムに関する。特に本発
明は、複数の画像を含むアルバムを作成するアルバム作成装置、アルバム作成方法、並び
に、アルバム作成装置用のプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　旅行先で撮影した画像データに付帯された位置情報、撮影時間情報等のタグ情報を元に
して、画面の中心に旅行先の地図を配置して、地図の周囲に配置された画像と地図上にお
ける撮像位置とを線で結ぶなどして、地図と画像との関連がわかるようにレイアウトされ
たアルバムを作成する技術が知られている。（例えば、特許文献１参照。）。
【特許文献１】特開平１０－１２６７３１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　しかしながら、特許文献１による技術によってアルバムを作成すると、例えば海辺で撮
像された砂浜、海、空の画像等の画像が黒色を多く含む地図の周囲に配置されたアルバム
が作成されてしまうことがある。砂浜、海、空の画像に含まれる淡い色と、アルバムの地
図に含まれる黒色とは視覚的に調和がとれないため、アルバムの閲覧者は違和感を感じて
しまう。このため、アルバムのタイトル、アルバムのページの背景、画像を強調する枠等
の色は、アルバムに収める画像の色と調和のとれた色であることが望ましい。また、閲覧
者にとっては、アルバムの配色を決定するなどといった煩雑な作業をすることなく、適切
な配色のアルバムを手軽に作成して閲覧できるのが望ましい。
【０００４】
　そこで本発明は、上記の課題を解決することができるアルバム作成装置、アルバム作成
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の形態によると、複数の画像を含むアルバムを作成するアルバム作成装置
であって、複数の画像の配色を解析する画像配色解析部と、画像配色解析部が解析した複
数の画像の配色に基づいて、複数の画像を含むアルバムのテンプレートの配色を決定する
アルバム配色決定部とを備える。
【０００６】
　画像配色解析部は、複数の画像に含まれる複数の色を抽出する色抽出部と、色抽出部が
抽出した複数の色の出現頻度を算出する色出現頻度算出部とを有し、アルバム配色決定部
は、色出現頻度算出部が算出した複数の色の出現頻度に基づいて、複数の画像における特
徴的な色である特徴色を決定する特徴色決定部と、特徴色決定部が決定した特徴色に基づ
いて、複数の画像を含むアルバムのテンプレートに使用する色であるテンプレート用色を
選択するテンプレート用色選択部とを有してよい。
【０００７】
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　アルバム配色決定部は、予め定められた複数の色の組み合わせを示すカラーパレットの
情報を複数格納するカラーパレット情報格納部をさらに有し、テンプレート用色選択部は
、特徴色決定部が決定した特徴色を含むカラーパレットを選択し、選択されたカラーパレ
ットに含まれる色をテンプレート用色として選択してよい。
【０００８】
　特徴色決定部は、色出現頻度算出部が算出した複数の色の出現頻度に基づいて、複数の
画像における複数の特徴色を決定し、テンプレート用色選択部は、特徴色決定部が決定し
た複数の特徴色を含むカラーパレットを選択し、選択されたカラーパレットに含まれる色
をテンプレート用色として選択してよい。
【０００９】
　アルバム配色決定部は、複数の色のそれぞれに対応づけて、複数の色のそれぞれが画像
中に出現し得る平均的な頻度を示す平均出現頻度を予め格納する平均出現頻度情報格納部
をさらに有し、特徴色決定部は、平均出願頻度情報格納部が格納する平均出現頻度に対す
る、色出現頻度算出部が算出した出現頻度の割合がより大きい色を複数の画像の特徴色と
して決定してよい。
【００１０】
　アルバム配色決定部は、文字に使用する色に対応づけて、当該文字の背景に使用すべき
色を示す組み合わせ色情報を格納する組み合わせ色情報格納部をさらに有し、テンプレー
ト用色選択部は、特徴色決定部が決定した特徴色に基づいて、テンプレートが含む文字及
び当該文字の背景の一方に使用する色を選択し、選択した色に対応づけて組み合わせ色情
報格納部が格納する色を、文字及び背景の他方に使用する色として選択してよい。
【００１１】
　アルバム配色決定部は、予め定められた複数の色の組み合わせを示すカラーパレットの
情報を複数格納するカラーパレット情報格納部をさらに有し、組み合わせ色情報格納部は
、カラーパレット情報格納部が格納するカラーパレット及び当該カラーパレットに含まれ
る複数の色のそれぞれに対応づけて組み合わせ色情報を格納し、テンプレート用色選択部
は、特徴色決定部が決定した特徴色を含むカラーパレットを選択し、選択されたカラーパ
レットに含まれる色をテンプレートが含む文字及び当該文字の背景の一方に使用する色と
して選択し、選択したカラーパレット及び選択した色に対応づけて組み合わせ色情報格納
部が格納する色を、文字及び背景の他方に使用する色として選択してよい。
【００１２】
　アルバム配色決定部は、予め定められた複数の色の組み合わせを示すカラーパレットの
情報を複数格納するカラーパレット情報格納部をさらに有し、テンプレート用色選択部は
、特徴色決定部が決定した特徴色との色差が予め定められた色差より小さい色を含むカラ
ーパレットを選択し、選択されたカラーパレットに含まれる色をテンプレート用色として
選択してよい。
【００１３】
　特徴色決定部は、色出現頻度算出部が算出した複数の色の出現頻度に基づいて、複数の
画像における複数の特徴色を決定し、テンプレート用色選択部は、特徴色決定部が決定し
た複数の特徴色との色差が予め定められた色差より小さい複数の色を含むカラーパレット
を選択し、選択されたカラーパレットに含まれる色をテンプレート用色として選択してよ
い。
【００１４】
　複数の画像をページ毎に分類する画像分類部をさらに備え、画像配色解析部は、画像分
類部がページ毎に分類した複数の画像の配色をページ毎に解析し、アルバム配色決定部は
、画像配色解析部が解析した複数の画像の配色に基づいて、複数の画像を含むアルバムの
テンプレートの配色を、画像分類部が分類したページ毎に決定してよい。
【００１５】
　本発明の第２の形態によると、複数の画像を含むアルバムを作成するアルバム作成方法
であって、複数の画像の配色を解析する画像配色解析段階と、画像配色解析段階において
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解析された複数の画像の配色に基づいて、複数の画像を含むアルバムのテンプレートの配
色を決定するアルバム配色決定段階とを備える。
【００１６】
　本発明の第３の形態によると、複数の画像を含むアルバムを作成するアルバム作成装置
用のプログラムであって、アルバム作成装置を、複数の画像の配色を解析する画像配色解
析部、画像配色解析部が解析した複数の画像の配色に基づいて、複数の画像を含むアルバ
ムのテンプレートの配色を決定するアルバム配色決定部として機能させる。
【００１７】
　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】
【００１８】
　本発明によれば、画像と調和の取れた配色のアルバムを作成することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１９】
　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。
【００２０】
　図１は、本発明の一実施形態に係るアルバム作成装置１９２の利用環境の一例を示す。
アルバム作成装置１９２は、複数の画像を含むアルバムを作成して、ディスプレイ等に出
力させる。アルバム作成装置１９２は、海辺で撮像された砂浜、海、空の画像の中で最も
多く現れる色、例えば明度の高い白色、水色等を抽出する。そしてアルバム作成装置１９
２は、抽出した色を含むカラーパレットを複数のカラーパレットの中から選択して、選択
したカラーパレットに含まれる色を用いてアルバムの配色を決定する。なお、アルバム作
成装置１９２は、複数の画像を含むアルバムを作成して印刷する装置であってもよいし、
複数の画像を画面に表示する装置であってもよい。例えばアルバム作成装置１９２は、パ
ーソナルコンピュータ、電子アルバム、ＨＤＴＶ、プリンタ等であってよい。
【００２１】
　以上説明したアルバム作成装置１９２によれば、画像に含まれる色と調和のとれた配色
のアルバムを自動的に作成することができる。このため、アルバムを閲覧するユーザ１８
０はアルバムの配色に違和感を感じることなく、より楽しく閲覧することができる。
【００２２】
　図２は、アルバム作成装置１９２のブロック構成の一例を示す。アルバム作成装置１９
２は、画像格納部２５２、画像分類部２９０、画像配色解析部２６０、アルバム配色決定
部２７０、テンプレート格納部２５４、及びアルバム作成部２５６を備える。画像配色解
析部２６０は、色抽出部２６２及び色出現頻度算出部２６４を有する。アルバム配色決定
部２７０は、特徴色決定部２７４、テンプレート用色選択部２７６、カラーパレット情報
格納部２７８、組み合わせ色情報格納部２８０、及び平均出現頻度情報格納部２７２を有
する。
【００２３】
　画像格納部２５２は、アルバムの作成に使用される複数の画像を格納する。画像配色解
析部２６０は、複数の画像の配色を解析する。具体的には、画像配色解析部２６０は、画
像格納部２５２が格納する複数の画像の配色を解析する。テンプレート格納部２５４は、
予め定められた構図を示すテンプレートを格納する。例えば、テンプレート格納部２５４
は、アルバムのタイトル、アルバムの背景領域等の、着色されるべき領域の構図を示す配
色領域を格納する。また、テンプレート格納部２５４は更に、画像が配置される位置及び
画像の大きさを示す配置情報を格納してもよい。
【００２４】
　アルバム配色決定部２７０は、画像配色解析部２６０が解析した複数の画像の配色に基



(7) JP 4704224 B2 2011.6.15

10

20

30

40

50

づいて、複数の画像を含むアルバムのテンプレートの配色を決定する。そして、アルバム
作成部２５６は、テンプレート格納部２５４が格納するテンプレートに、アルバム配色決
定部２７０によって決定された配色で着色する。そして、アルバム作成部２５６は、テン
プレート格納部２５４が格納するテンプレートに基づいて、画像格納部２５２が格納する
複数の画像を配置してアルバムを作成する。
【００２５】
　色抽出部２６２は、複数の画像に含まれる複数の色を抽出する。具体的には、色抽出部
２６２は、画像格納部２５２が格納する複数の画像に含まれる複数の色を抽出する。そし
て、色出現頻度算出部２６４は、色抽出部２６２が抽出した複数の色の出現頻度を算出す
る。なお、出現頻度とは、それぞれの色が画像において占める面積を指標にするものであ
ってよい。また、画像格納部２５２がデジタル画像データを格納している場合には、色抽
出部２６２は画像データの各画素毎の色を抽出し、色出現頻度算出部２６４は色抽出部２
６２によって抽出された色を有する画素の総数を指標にした出現頻度を算出してよい。
【００２６】
　平均出現頻度情報格納部２７２は、複数の色のそれぞれに対応づけて、複数の色のそれ
ぞれが画像中に出現し得る平均的な頻度を示す平均出現頻度を予め格納する。特徴色決定
部２７４は、色出現頻度算出部２６４が算出した複数の色の出現頻度に基づいて、複数の
画像における特徴的な色である特徴色を決定する。具体的には、特徴色決定部２７４は、
平均出願頻度情報格納部が格納する平均出現頻度に対する、色出現頻度算出部２６４が算
出した出現頻度の割合がより大きい色を複数の画像の特徴色として決定する。このため、
特徴色決定部２７４は、例えば自然界の風景を撮像した画像に、自然界に多く存在しない
紫色が含まれていると、紫色を当該画像における特徴色として決定することができる。
【００２７】
　カラーパレット情報格納部２７８は、予め定められた複数の色の組み合わせを示すカラ
ーパレットの情報を複数格納する。なお、カラーパレットとは、視覚的に調和のとれた複
数の色の組み合わせであってよい。また、カラーパレット情報格納部２７８は、インター
ネット等で公開されたカラーパレットを含んでよく、半導体メモリ等の記録媒体に記録さ
れたカラーパレットを含んでもよい。
【００２８】
　そして、テンプレート用色選択部２７６は、特徴色決定部２７４が決定した特徴色に基
づいて、複数の画像を含むアルバムのテンプレートに使用する色であるテンプレート用色
を選択する。具体的には、テンプレート用色選択部２７６は、特徴色決定部２７４が決定
した特徴色を含むカラーパレットを選択し、選択したカラーパレットに含まれる色をテン
プレート用色として選択する。より具体的には、テンプレート用色選択部２７６は、特徴
色決定部２７４が決定した特徴色との色差が予め定められた色差より小さい色を含むカラ
ーパレットを選択し、選択されたカラーパレットに含まれる色をテンプレート用色として
選択してよい。このため、アルバム作成装置１９２は、画像の特徴的な色に近い色を用い
てテンプレートに着色してアルバムを作成することができる。したがって、ユーザ１９０
は、アルバム作成装置１９２を用いることによって、画像に含まれる色と調和のとれた配
色のアルバムを容易に作成することができる。
【００２９】
　なお、特徴色決定部２７４は、色出現頻度算出部２６４が算出した複数の色の出現頻度
に基づいて、複数の画像における複数の特徴色を決定してもよい。そして、テンプレート
用色選択部２７６は、特徴色決定部２７４が決定した複数の特徴色を含むカラーパレット
を選択し、選択されたカラーパレットに含まれる色をテンプレート用色として選択しても
よい。具体的には、テンプレート用色選択部２７６は、特徴色決定部２７４が決定した複
数の特徴色との色差が予め定められた色差より小さい複数の色を含むカラーパレットを選
択し、選択されたカラーパレットに含まれる色をテンプレート用色として選択してよい。
このため、ユーザ１９０は、アルバム作成装置１９２を用いることによって、画像におけ
る特徴的な複数の色のそれぞれに近い色と調和のとれた色が使用されたアルバムを容易に
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作成することができる。
【００３０】
　組み合わせ色情報格納部２８０は、文字に使用する色に対応づけて、当該文字の背景に
使用すべき色を示す組み合わせ色情報を格納する。例えば、組み合わせ色情報格納部２８
０は、文字に使用する色に対応づけて、当該文字の背景に使用すべき１以上の色を示す組
み合わせ色情報を格納する。具体的には、組み合わせ色情報格納部２８０は、文字に使用
する色である文字色に対応づけて、人間の目から見て当該文字色と調和が合っており、か
つ当該文字の背景の色として使用した場合に当該文字が見栄えする複数の色を、当該文字
の背景に使用すべき色として格納する。そして、組み合わせ色情報格納部２８０は、カラ
ーパレット情報格納部２７８が格納するカラーパレット及び当該カラーパレットに含まれ
る複数の色のそれぞれに対応づけて組み合わせ色情報を格納する。
【００３１】
　そして、テンプレート用色選択部２７６は、特徴色決定部２７４が決定した特徴色に基
づいて、テンプレートが含む文字及び当該文字の背景の一方に使用する色を選択し、選択
した色に対応づけて組み合わせ色情報格納部２８０が格納する色を、文字及び背景の他方
に使用する色として選択する。具体的には、テンプレート用色選択部２７６は、特徴色決
定部２７４が決定した特徴色を含むカラーパレットを選択し、選択されたカラーパレット
に含まれる色をテンプレートが含む文字及び当該文字の背景の一方に使用する色として選
択し、選択したカラーパレット及び選択した色に対応づけて組み合わせ色情報格納部２８
０が格納する色を、文字及び背景の他方に使用する色として選択する。このため、アルバ
ム作成装置１９２は、画像に含まれる特徴色から選択されたテンプレートに含まれる色の
中から文字色を決定した場合、決定した色と調和のとれ、かつ文字が見栄えする色を背景
色として決定してアルバムを作成することができる。
【００３２】
　画像分類部２９０は、複数の画像をページ毎に分類する。例えば、画像分類部２９０は
、画像格納部２５２が格納する複数の画像が撮像された撮像時刻の順で、複数の画像をペ
ージ毎に分類してよい。このとき、画像分類部２９０は、各ページに分類される画像数が
各ページにおいて略同一となるように複数の画像を撮像時刻の順に順次選択していくこと
によって、複数の画像をページ毎に分類してよい。他にも、画像分類部２９０は、画像格
納部２５２が格納する複数の画像が撮像された撮像時刻に基づいて、撮像時刻の順で画像
を並べた場合において隣接する撮像時刻の間の間隔である撮像間隔の長い順に区切ること
によって、アルバムのページ数と同じ数の画像群に分割する。そして、画像分類部２９０
は、分割した複数の画像群を各ページに１つずつ割り当てることによって、複数の画像を
ページ毎に分類してよい。他にも、画像分類部２９０は、撮像位置の分布に基づいてアル
バムのページ数と同じ数の画像群に分割して、分割した画像群を各ページに１つずつ割り
当てることによって、複数の画像をページ毎に分類してよい。このとき、画像分類部２９
０は、撮像時刻の順で画像を並べた場合において隣接する画像が撮像された撮像位置の間
の距離の長い順で、アルバムのページ数と同じ数の画像群に複数の画像を分割してよい。
【００３３】
　そして、画像配色解析部２６０は、画像分類部２９０がページ毎に分類した複数の画像
の配色をページ毎に解析する。そして、アルバム配色決定部２７０は、画像配色解析部２
６０が解析した複数の画像の配色に基づいて、複数の画像を含むアルバムのテンプレート
の配色を、画像分類部２９０が分類したページ毎に決定する。具体的には、色抽出部２６
２は、画像分類部２９０がページ毎に分類した複数の画像に含まれる複数の色を、画像分
類部２９０が分類したページ毎に抽出する。そして、色出現頻度算出部２６４が、色抽出
部２６２がページ毎に抽出した複数の色の出願頻度を、画像分類部２９０が分類したペー
ジ毎に算出する。そして、特徴色決定部２７４は、色出現頻度算出部２６４がページ毎に
算出した複数の色の出現頻度に基づいて、複数の画像における特徴的な色である特徴色を
、画像分類部２９０が分類したページ毎に決定する。そして、テンプレート用色選択部２
７６は、特徴色決定部２７４がページ毎に決定した特徴色に基づいて、複数の画像を含む
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アルバムのテンプレートに使用する色であるテンプレート用色を、画像分類部２９０が分
類したページ毎に選択する。このため、アルバム作成装置１９２は、各ページに割り当て
られた複数の画像の特徴的な色と調和のとれた色を使用して、アルバムの各ページを配色
することができる。なお、本実施形態におけるページとは、アルバムの見開きページであ
ってよく、見開きページに含まれる１つのページであってもよい。
【００３４】
　以上説明したアルバム作成装置１９２によれば、アルバムに収められる画像と視覚的に
調和のとれた配色のアルバムを作成することができる。例えば、砂浜、海、空などが多く
写っている画像を用いてアルバムを作成する場合に、アルバム作成装置１９２は、白、水
色等の、画像と調和のとれた淡い色を含むカラーパレットの色を用いて自動的にアルバム
が作成される。このため、ユーザ１８０は、アルバムの配色に違和感を感じることなく、
楽しくアルバムを閲覧することができる。
【００３５】
　図３は、画像における色の出現頻度の一例を示す。図３は、色空間を複数の領域に分割
した複数の色領域（色領域Ａ、色領域Ｂ、色領域Ｃ、・・・・）のそれぞれにおける、各
色領域に含まれる色が画像に出現する出現頻度に対する画像の枚数分布を示す。なお、出
現頻度は、例えば各色領域の色が画像において占める面積を、当該画像の全面積で除した
値であってよい。また、当該枚数分布は予め定められてもよいし、ユーザ１８０によって
撮像された複数の画像から導かれてもよい。
【００３６】
　そして、平均出現頻度情報格納部２７２は、当該枚数分布における平均出現頻度を格納
する。例えば、図３の例では、平均出現頻度情報格納部２７２は、色領域Ａ、色領域Ｂ、
及び色領域Ｃの色の平均出現頻度として、それぞれ１％、０．８％、０．２％を格納する
。そして、色出現頻度算出部２６４によって、例えば色領域Ａ、色領域Ｂ、色領域Ｃの色
の出現頻度が１．２％と算出されたとすると、特徴色決定部２７４は、平均出現頻度に対
する出現頻度の割合（色領域Ａ：１．２、色領域Ｂ：１．５、色領域Ｃ：６）に基づいて
特徴色を決定する。この例では、特徴色決定部２７４は、平均出現頻度に対する出現頻度
の割合がより大きい色である色領域Ｃに含まれる色を、特徴色として決定する。
【００３７】
　そして、テンプレート用色選択部２７６は、特徴色決定部２７４が決定した特徴色を含
むカラーパレットを選択する。このとき、テンプレート用色選択部２７６は、複数のカラ
ーパレットのそれぞれにおいて、カラーパレットに含まれる複数の色のうち、特徴色決定
部２７４が決定した特徴色に最も近い色（色差が小さい色）との色差を算出して、色差が
最も小さい色を含むカラーパレットを、アルバムの配色に用いるカラーパレットとして選
択してよい。なお、特徴色決定部２７４は、より出現頻度の割合が高い複数の色領域のそ
れぞれが含む色から特徴色を決定してもよい。そして、テンプレート用色選択部２７６は
、特徴色決定部２７４が決定した複数の特徴色を含むカラーパレットを選択してよい。こ
のとき、テンプレート用色選択部２７６は、複数のカラーパレットのそれぞれにおいて、
カラーパレットに含まれる複数の色のうち特徴色決定部２７４が決定した複数の特徴色の
それぞれと、それぞれの特徴色に最も近い色（色差が小さい色）との色差を算出して、複
数の特徴色についての色差の大きさの合計が最小となるカラーパレットを、アルバムの配
色に用いるカラーパレットとして選択してよい。
【００３８】
　また、特徴色決定部２７４は、平均出現頻度に対する出現頻度の割合がより大きい色を
、特徴度のより高い特徴色として決定してよい。また、特徴色決定部２７４は、より多く
の画像において特徴色として決定された色を、複数の画像において特徴度のより高い特徴
色として決定してもよい。
【００３９】
　なお、平均出現頻度情報格納部２７２は枚数分布自体を格納してもよい。そして、特徴
色決定部２７４は、平均出現頻度情報格納部２７２が格納する分布に基づいて、色出現頻
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度算出部２６４によって算出された色の偏差値を計算して、当該偏差値がより大きい色を
、特徴色として決定してもよい。また、特徴色決定部２７４は、当該偏差値がより大きい
色を、特徴度のより高い特徴色として決定してもよい。
【００４０】
　このため、例えば広い砂浜に紫色のパラソルが写っている画像において、紫色の出現頻
度が他の色の出現頻度に比べて小さい場合であっても、紫色の平均出現頻度が他の色に比
べて小さいと、画像の特徴的な色としてアルバムに使用され得る。したがって、アルバム
作成装置１９２は、アルバムに収める画像の特徴的な色を適切に選択して配色することが
できる。
【００４１】
　なお、特徴色決定部２７４は、画像における主要被写体以外の領域に含まれる色から特
徴色を抽出してよい。ここでいう主要被写体とは、画像において最も面積の大きいオブジ
ェクトの画像であったり、画像の中央に位置するオブジェクトの画像であってよい。また
、主要被写体とが人物である場合には、特徴色決定部２７４は、抽出した人物の服装に含
まれる色の中から特徴色を抽出してよい。このとき、特徴色決定部２７４は、画像から人
物の領域を抽出して、抽出した人物の領域に含まれる色の中から特徴色を抽出してよい。
また、特徴色決定部２７４は、主要被写体である人物の所持品に含まれる色の中から特徴
色を抽出してもよい。このとき、特徴色決定部２７４は、抽出した人物の領域のうち、人
物のパターンとのパターンマッチングから腕の領域を特定して、特定した腕の領域の先端
の領域に含まれる色の中から特徴色を抽出してよい。
【００４２】
　また、特徴色決定部２７４は、より彩度が高い色を、特徴色としてより優先的に選択し
てよい。なお、特徴色決定部２７４は、出現頻度、彩度の高さ、主要被写体以外の領域に
含まれる色であるか否か、主要被写体である人物の服に含まれる色であるか否か等、様々
な複数の評価指標毎に、特徴色として選択されるべき基準評価値を格納している。そして
、特徴色決定部２７４は、より多くの基準評価値をクリアする評価値を有する色を特徴色
として優先的に決定してもよい。その他、特徴色決定部２７４は、各評価指標毎に対する
評価値について所定の重み付けで合計した合計値を算出して、合計値がより大きい色を特
徴色として優先的に決定してもよい。
【００４３】
　図４は、組み合わせ色情報格納部２８０が格納する組み合わせ色情報をテーブル形式で
示す。組み合わせ色情報格納部２８０は、カラーパレット毎に組み合わせ色情報を格納し
ている。そして、組み合わせ色情報格納部２８０は、カラーパレットに含まれる複数の色
のそれぞれの色が文字色である場合における、同じカラーパレットに含まれる当該複数の
色それぞれの色が背景色である組み合わせの適切さを、組み合わせ色情報として格納する
。
【００４４】
　例えば、組み合わせ色情報格納部２８０は、文字に色６０１を使用する場合に色６０２
、６０３、及び６０４を背景に使用する場合の適切度として、それぞれ適切度３、２、１
を格納している。そして、テンプレート用色選択部２７６が文字色として一の色を選択し
た場合に、テンプレート用色選択部２７６は選択された色に対応づけて組み合わせ色情報
格納部２８０がより高い適切度を格納している色を、背景色としてより優先的に選択する
。なお、テンプレート用色選択部２７６は、同じページの背景以外の領域に使用されてい
る色以外の色のうち、より高い適切度が格納されている色を優先的に選択してよい。また
、テンプレート用色選択部２７６が背景色として一の色を選択した場合に、テンプレート
用色選択部２７６は選択された色に対応づけて組み合わせ色情報格納部２８０がより高い
適切度を格納している色を、文字色としてより優先的に選択してよい。
【００４５】
　なお、組み合わせ色情報格納部２８０は、例えば文字色としての黄色に対する背景色と
してのダークグレー等、文字がより見栄え良く見える色の組み合わせについてより高い適
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切度を格納してよい。例えば、組み合わせ色情報格納部２８０は、補色の関係により近い
色同士の組み合わせについてより高い適切度を格納してよい。他にも、組み合わせ色情報
格納部２８０は、文字色に対して彩度又は明度の少なくとも一方がより大きく異なる背景
色の組み合わせについてより高い適切度を格納してよい。このように、組み合わせ色情報
格納部２８０が文字色と背景色との組み合わせの適切さを格納することによって、ユーザ
１８０は、調和の取れた配色であり、文字が見栄え良く見える文字色と背景色との組み合
わせで配色されたアルバムを、アルバム作成装置１９２を用いて容易に得ることができる
。
【００４６】
　なお、組み合わせ色情報格納部２８０は、アルバム作成装置１９２の外部に格納されて
もよい。例えば、組み合わせ色情報格納部２８０は、アルバム作成装置１９２が通信可能
にネットワークで接続された外部のデータベースであってもよい。また、組み合わせ色情
報格納部２８０は、ＣＤ－ＲＯＭ等の外部の記憶媒体であってもよい。
【００４７】
　図５は、テンプレート格納部２５４が格納するテンプレートの一例を示す。図４の例で
は、アルバムの一ページを生成するテンプレートの一例を示す。テンプレート格納部２５
４は、ページのタイトルの配色領域４０２、アルバムのロゴ画像領域４０３、アルバムの
背景となる風船等のオブジェクトの配色領域４１２、べた塗りの背景となる配色領域４２
２及び４２４の構図を格納する。また、テンプレート格納部２５４は、画像の位置及び大
きさを示す画像配置４５０、４５２、４５４、及び４５６を格納する。
【００４８】
　そしてアルバム作成部２５６は、配色領域の中でより大きい面積をもつ配色領域４２２
に、テンプレート用色の中で特徴色決定部２７４により決定された特徴色に近い色相、明
度、及び彩度の色を配色してよい。また、アルバム作成部２５６は、配色領域の中でより
大きい面積をもつ配色領域４２２に、より特徴度の高い特徴色に近い色相、明度、及び彩
度の色を配色してよい。このとき、テンプレート用色選択部２７６は、タイトルの背景と
なる配色領域４２２に配色する色に対応づけて組み合わせ色情報格納部２８０が格納する
、テンプレート用色の中で最も適切度が高い色をタイトルを示す配色領域４０２に使用す
る色として選択してよい。このとき、アルバムのロゴ画像領域４０３にも、タイトルを示
す配色領域４０２の色と同じ色を使用する。他にも、アルバム作成部２５６は、タイトル
を示す配色領域４０２には、テンプレート用色選択部２７６によって選択されたテンプレ
ート用色のうち、他の配色領域に配色する色よりも彩度のより高い色を配色してよい。
【００４９】
　また、アルバム作成部２５６は、オブジェクトを配置する配色領域４１２等、配色領域
の中でより小さい面積の配色領域には、特徴色決定部２７４によって決定された特徴色の
中で、特徴度がより高く、かつ、平均出現頻度がより小さい特徴色を選択して、選択した
特徴色に近い色相、明度、及び彩度の色を、テンプレート用色の中から選択して配色して
も良い。例えば、アルバム作成部２５６は、紫色のパラソルが画像に写っており、特徴色
決定部２７４によってパラソルの紫色が特徴色として決定された場合に、テンプレート用
色の中からパラソルの紫色に近い色を選択して、配色領域４１２に配色する。これにより
アルバム作成部２５６は、画像と調和のとれた配色であり、なおかつ、ユーザ１８０にと
って印象的な色が配色されたアルバムを作成することができる。
【００５０】
　なお、特徴色決定部２７４は、アルバムに収めるべき全て画像から特徴色を決定しても
よい。そしてアルバム作成部２５６は、アルバムの全てのページにおいて、テンプレート
用色選択部２７６によって選択されたテンプレート用色を用いて配色してよい。また、特
徴色決定部２７４は、アルバムの各ページに収める画像からページ毎に特徴色を決定して
もよい。この場合、特徴色決定部２７４は、画像分類部２９０が各ページに分類した複数
の画像に含まれる色から、特徴色をページ毎に決定してよい。他にも、特徴色決定部２７
４は、アルバムのページの中央に大きく配置される画像（例えば画像配置４５０に配置さ
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れる画像）等の、アルバムの各ページの代表的な画像から特徴色を決定してもよい。そし
てアルバム作成部２５６は、各ページ毎にテンプレート用色選択部２７６によって選択さ
れたテンプレート用色を用いて、各ページのテンプレートに基づいて配色してよい。
【００５１】
　以上説明したアルバム作成装置１９２によれば、アルバムに収められる画像と視覚的に
調和のとれた配色のアルバムを作成することができる。例えば、砂浜、海、空などが多く
写っている画像を用いてアルバムを作成する場合に、アルバム作成装置１９２は、白、水
色等の、淡い色を含むカラーパレットの色を用いて自動的にアルバムが作成される。この
ため、ユーザ１８０は、アルバムの配色に違和感を感じることなく、楽しくアルバムを閲
覧することができる。
【００５２】
　図６は、本実施形態に係るアルバム作成装置１９２のハードウェア構成の一例を示す。
アルバム作成装置１９２は、ホスト・コントローラ１５８２により相互に接続されるＣＰ
Ｕ１５０５、ＲＡＭ１５２０、グラフィック・コントローラ１５７５、及び表示装置１５
８０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。
【００５３】
　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。
【００５４】
　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、ＣＰＵ１５０
５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
ットワーク通信装置１５９８に接続してプログラムまたはデータを送受信する。ＣＤ－Ｒ
ＯＭドライブ１５６０は、ＣＤ－ＲＯＭ１５９５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。
【００５５】
　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、アルバム作成装置１９２が起動時に実行するブート・プログラムや
、アルバム作成装置１９２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。
【００５６】
　ＣＰＵ１５０５が実行するプログラムは、フレキシブルディスク１５９０、ＣＤ－ＲＯ
Ｍ１５９５、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。記
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、記録媒体からハードディスクドライブ１５４０にインストールされ、ＲＡＭ１５２０に
読み出されてＣＰＵ１５０５により実行される。
【００５７】
　ＣＰＵ１５０５により実行されるプログラムは、アルバム作成装置１９２を、画像格納
部２５２、画像分類部２９０、画像配色解析部２６０、アルバム配色決定部２７０、テン
プレート格納部２５４、及びアルバム作成部２５６として機能させる。また、ＣＰＵ１５
０５により実行されるプログラムは、画像配色解析部２６０を、色抽出部２６２及び色出
現頻度算出部２６４として機能させ、アルバム配色決定部２７０を、平均出現頻度情報格
納部２７２、特徴色決定部２７４、テンプレート用色選択部２７６、カラーパレット情報
格納部２７８、及び組み合わせ色情報格納部２８０として機能させる。
【００５８】
　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アルバム作成装置１９２に提供してもよい。
【００５９】
　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】
【００６０】
【図１】アルバム作成装置１９２の利用環境の一例を示す図である。
【図２】アルバム作成装置１９２のブロック構成の一例を示す図である。
【図３】画像における色の出現頻度の一例を示す図である。
【図４】組み合わせ色情報格納部２８０が格納する組合せ色情報の一例をテーブル形式で
示す図である。
【図５】テンプレートの一例を示す図である。
【図６】アルバム作成装置１９２のハードウェア構成の一例を示す図である。
【符号の説明】
【００６１】
１９２　アルバム作成装置
２５２　画像格納部
２５４　テンプレート格納部
２５６　アルバム作成部
２６０　画像配色解析部
２６２　色抽出部
２６４　色出現頻度算出部
２７０　アルバム配色決定部
２７２　平均出現頻度情報格納部
２７４　特徴色決定部
２７６　テンプレート用色選択部
２７８　カラーパレット情報格納部
２８０　組み合わせ色情報格納部
２９０　画像分類部
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