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(57)【要約】
【課題】本発明の目的は、ユーザ情報を用いてコンテン
ツをアルバム化するコンテンツアルバム化装置及びコン
テンツアルバム化方法を提供することにある。
【解決手段】コンテンツを自動でアルバム化するコンテ
ンツアルバム化装置が開示される。本コンテンツアルバ
ム化装置は、ユーザ情報及びコンテンツを保存する保存
部と、ユーザ情報を用いてコンテンツのクラスタリング
に必要なイベント基盤クラスタリング情報を生成するク
ラスタリング情報生成部と、生成されたイベント基盤ク
ラスタリング情報に従ってコンテンツをクラスタリング
するクラスタリング部を具備する。これにより、正確度
及び満足度の高いアルバム化が可能となる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ユーザ情報及びコンテンツを保存する保存部と、
　前記ユーザ情報を用いて前記コンテンツのクラスタリングに必要なイベント基盤クラス
タリング情報を生成するクラスタリング情報生成部と、
　前記生成されたイベント基盤クラスタリング情報に従って前記コンテンツをクラスタリ
ングするクラスタリング部と
を具備するコンテンツアルバム化装置。
【請求項２】
　前記イベント基盤クラスタリング情報を含むアルバム化情報を保存するアルバム化情報
保存部を更に含むことを特徴とする請求項１に記載のコンテンツアルバム化装置。
【請求項３】
　アルバムに対する識別子を生成する識別子生成部を更に具備し、
　前記識別子は前記アルバム化情報に含まれることを特徴とする請求項２に記載のコンテ
ンツアルバム化装置。
【請求項４】
　前記クラスタリング部は、
　前記コンテンツが生成またはコピーされた時間情報、前記コンテンツが生成された状況
情報、前記コンテンツ内に含まれた人物情報のうち少なくとも一つを含むコンテンツ基盤
クラスタリング情報に基づいてクラスタリングを行うことを特徴とする請求項１に記載の
コンテンツアルバム化装置。
【請求項５】
　前記イベント別基準イメージ及び基準背景イメージ/テンプレートのうち少なくとも一
つを保存する基準イメージ保存部を更に具備し、
　前記識別子生成部は、
　前記イベント基盤クラスタリング情報及び前記イベント別基準イメージに基づいてアル
バムの表紙及び名称のうち少なくとも一つを生成することを特徴とする請求項３に記載の
コンテンツアルバム化装置。
【請求項６】
　前記識別子生成部は、
　前記イベント別基準背景イメージ/テンプレートに基づいてアルバムの表紙に使用する
背景イメージ/テンプレートを選択することを特徴とする請求項５に記載のコンテンツア
ルバム化装置。
【請求項７】
　前記コンテンツのクラスタリングに必要なイベント関連用語を保存する用語辞典保存部
を更に具備し、
　前記クラスタリング情報生成部は、
　前記保存されたイベント関連用語に基づいて前記コンテンツのクラスタリングに必要な
イベント基盤クラスタリング情報を生成することを特徴とする請求項１に記載のコンテン
ツアルバム化装置。
【請求項８】
　ユーザインターフェース部を更に具備し、
　前記クラスタリング情報生成部は、
　前記ユーザインターフェース部を介して入力されたイベント関連用語に基づいて前記コ
ンテンツのクラスタリングに必要なイベント基盤クラスタリング情報を生成することを特
徴とする請求項１に記載のコンテンツアルバム化装置。
【請求項９】
　前記クラスタリング情報生成部は、
　前記ユーザ情報が変更されると、変更されたユーザ情報に対応するように前記コンテン
ツのクラスタリングに必要なイベント基盤クラスタリング情報をアップデートすることを
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特徴とする請求項１に記載のコンテンツアルバム化装置。
【請求項１０】
　前記ユーザ情報は、
　ユーザスケジュール情報、ユーザ身分情報、記念日情報及び公休日情報のうち少なくと
も一つを含むことを特徴とする請求項１に記載のコンテンツアルバム化装置。
【請求項１１】
　前記コンテンツは、
　デジタル写真及びデジタル動画のうち少なくとも一つを含むことを特徴とする請求項１
に記載のコンテンツアルバム化装置。
【請求項１２】
　前記アルバム表紙は、
　少なくとも一つのデジタル写真及びデジタル動画で構成されることを特徴とする請求項
５に記載のコンテンツアルバム化装置。
【請求項１３】
　ユーザ情報及びコンテンツを保存するステップと、
　前記ユーザ情報を用いて前記コンテンツのクラスタリングに必要なイベント基盤クラス
タリング情報を生成するステップと、
　前記生成されたイベント基盤クラスタリング情報に従って前記コンテンツをクラスタリ
ングするステップと
を具備するコンテンツアルバム化方法。
【請求項１４】
　前記イベント基盤クラスタリング情報を含むアルバム化情報を保存するステップを更に
含むことを特徴とする請求項１３に記載のコンテンツアルバム化方法。
【請求項１５】
　アルバムに対する識別子を生成するステップを更に具備し、
　前記識別子は前記アルバム化情報に含まれることを特徴とする請求項１４に記載のコン
テンツアルバム化方法。
【請求項１６】
　前記クラスタリングステップは、
　前記コンテンツが生成またはコピーされた時間情報、前記コンテンツが生成された状況
情報、前記コンテンツ内に含まれた人物情報のうち少なくとも一つを含むコンテンツ基盤
クラスタリング情報に基づいてクラスタリングを行うことを特徴とする請求項１３に記載
のコンテンツアルバム化方法。
【請求項１７】
　前記イベント別基準イメージ及び前記イベント別基準背景イメージ/テンプレートのう
ち少なくとも一つを保存するステップを更に具備し、
　前記識別子生成ステップは、
　前記イベント基盤クラスタリング情報及び前記イベント別基準イメージのうち少なくと
も一つに基づいて前記アルバムの表紙及び名称のうち少なくとも一つを生成することを特
徴とする請求項１３に記載のコンテンツアルバム化方法。
【請求項１８】
　前記アルバムの表紙を生成するステップは、
　前記イベント別基準背景イメージ/テンプレートに基づいてアルバムの表紙に使用する
背景イメージ/テンプレートを選択することを特徴とする請求項１７に記載のコンテンツ
アルバム化方法。
【請求項１９】
　前記コンテンツのクラスタリングに必要なイベント関連用語を保存するステップを更に
具備し、
　前記クラスタリング情報生成ステップは、
　前記保存されたイベント関連用語に基づいて前記イベント基盤クラスタリング情報を生
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成することを特徴とする請求項１３に記載のコンテンツアルバム化方法。
【請求項２０】
　前記クラスタリング情報生成ステップは、
　ユーザによって入力されたイベント関連用語に基づいて前記イベント基盤クラスタリン
グ情報を生成することを特徴とする請求項１３に記載のコンテンツアルバム化方法。
【請求項２１】
　前記ユーザ情報が変更されると、変更されたユーザ情報に対応するように予め保存され
たイベント基盤クラスタリング情報をアップデートするステップを更に具備することを特
徴とする請求項１３に記載のコンテンツアルバム化方法。
【請求項２２】
　前記ユーザ情報は、
　ユーザスケジュール情報、ユーザ身分情報、記念日情報及び公休日情報のうち少なくと
も一つを含むことを特徴とする請求項１３に記載のコンテンツアルバム化方法。
【請求項２３】
　前記コンテンツは、
　デジタル写真及びデジタル動画のうち少なくとも一つを含むことを特徴とする請求項１
３に記載のコンテンツアルバム化方法。
【請求項２４】
　前記アルバム表紙は、
　少なくとも一つのデジタル写真及びデジタル動画で構成されることを特徴とする請求項
１７に記載のコンテンツアルバム化方法。
【請求項２５】
　コンテンツアルバム化方法を行うためのコンピュータプログラムが収録されたコンピュ
ータで読み取り可能な記録媒体において、
　ユーザ情報及びコンテンツを保存するステップと、
　前記ユーザ情報を用いて前記コンテンツのクラスタリングに必要なイベント基盤クラス
タリング情報を生成するステップと、
　前記生成されたイベント基盤クラスタリング情報に従って前記コンテンツをクラスタリ
ングするステップと
を具備するコンテンツアルバム化方法を行うためのコンピュータプログラムが収録された
コンピュータで読み取り可能な記録媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、コンテンツアルバム化装置及びコンテンツアルバム化方法に関し、より詳細
には、複数のコンテンツを自動でアルバム化するコンテンツアルバム化装置及びコンテン
ツアルバム化方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、デジタル機器とインターネットが急速で普及されることにより、デジタルマルチ
メディアコンテンツの利用が幾何級数的に増加しつつある。
【０００３】
　コンテンツの伝送及び共有が容易となることにより、一日に数多くのマルチメディアコ
ンテンツが生成されており、人々はいつどこででも容易にマルチメディアコンテンツにア
クセスすることができるようになった。また、小型の高性能デジタルカメラ/ビデオカメ
ラの普及により、一般の人も自分の日常をデジタル写真や動画で記録し編集することが可
能となった。
【０００４】
　このように、マルチメディアコンテンツの幾何級数的な増加によって、多くの人はデジ
タル写真/動画コンテンツを効果的に管理するためのアルバム化の必要性には共感してい
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るが、多くのコンテンツを一々グルーピングしたりラベリングしたりするには多くの時間
と努力が所要され、ユーザの不便を招いている。このような問題を解決するために多くの
自動アルバム化技法が紹介されているが、正確度と便宜性の側面でユーザの要求を満足さ
せていない。
【０００５】
　たとえば、写真アルバムの場合、一般のユーザはイベントやカテゴリ毎に写真を分類し
て保存したいが、イベントやカテゴリのような意味概念は人間が認知する非常に上位レベ
ルの意味概念であって、このような上位レベルの意味概念を自動で抽出することは非常に
難しいという問題点がある。
【０００６】
　これは、コンピュータが認知できる下位レベルの意味概念と、人間の認知的レベルでの
上位概念であるイベントやカテゴリ概念との間には大きな意味的差異(ｓｅｍａｎｔｉｃ
　ｇａｐ)が存在するからである。これにより、ユーザが満足し得る写真インデックス結
果を提供することが難しいという問題点があった。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開２００８－０４０８５１号公報
【特許文献２】特開２００４－２８０２５４号公報
【特許文献３】特開２００３－０８５２６５号公報
【特許文献４】特開２００２－１８３７４２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　そこで、本発明は、上記問題に鑑みてなされたものであり、本発明の目的とするところ
は、ユーザ情報を用いてコンテンツをアルバム化するコンテンツアルバム化装置及びコン
テンツアルバム化方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明の一構成によると、本コンテンツアルバム化装置は、ユーザ情報及びコンテンツ
を保存する保存部と、前記ユーザ情報を用いて前記コンテンツのクラスタリングに必要な
イベント基盤クラスタリング情報を生成するクラスタリング情報生成部と、前記生成され
たイベント基盤クラスタリング情報に従って前記コンテンツをクラスタリングするクラス
タリング部とを具備する。
【００１０】
　ここで、前記イベント基盤クラスタリング情報を含むアルバム化情報を保存するアルバ
ム化情報保存部を更に含むことができる。
【００１１】
　また、前記アルバムに対する識別子を生成する識別子生成部を更に具備し、前記識別子
は前記アルバム化情報に含まれることができる。
【００１２】
　また、前記クラスタリング部は、前記コンテンツが生成またはコピーされた時間情報、
前記コンテンツが生成された状況情報、前記コンテンツ内に含まれた人物情報のうち少な
くとも一つを含むコンテンツ基盤クラスタリング情報に基づいてクラスタリングを行うこ
とができる。
【００１３】
　また、前記イベント別基準イメージ及び基準背景イメージ/テンプレートのうち少なく
とも一つを保存する基準イメージ保存部を更に具備し、前記識別子生成部は、前記イベン
ト基盤クラスタリング情報及び前記イベント別基準イメージに基づいて前記アルバムの表
紙及び名称のうち少なくとも一つを生成することができる。
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【００１４】
　また、前記識別子生成部は、前記イベント別基準背景イメージ/テンプレートに基づい
てアルバムの表紙に使用する背景イメージ/テンプレートを選択することができる。
【００１５】
　また、前記コンテンツのクラスタリングに必要なイベント関連用語を保存する用語辞典
保存部を更に具備し、前記クラスタリング情報生成部は、前記保存されたイベント関連用
語に基づいて前記コンテンツのクラスタリングに必要なイベント基盤クラスタリング情報
を生成することができる。
【００１６】
　また、ユーザインターフェース部を更に具備し、前記クラスタリング情報生成部は、前
記ユーザインターフェース部を介して入力されたイベント関連用語に基づいて前記コンテ
ンツのクラスタリングに必要なイベント基盤クラスタリング情報を生成することができる
。
【００１７】
　また、前記クラスタリング情報生成部は、前記ユーザ情報が変更されると、変更された
ユーザ情報に対応するように前記コンテンツのクラスタリングに必要なイベント基盤クラ
スタリング情報をアップデートすることができる。
【００１８】
　また、前記ユーザ情報は、ユーザスケジュール情報、ユーザ身分情報、記念日情報及び
公休日情報のうち少なくとも一つを含むことができる。
【００１９】
　また、前記コンテンツは、デジタル写真及びデジタル動画のうち少なくとも一つを含む
ことができる。
【００２０】
　また、前記アルバム表紙は、少なくとも一つのデジタル写真及びデジタル動画で構成さ
れることができる。
【００２１】
　一方、本発明の一構成にかかるコンテンツアルバム化方法は、ユーザ情報及びコンテン
ツを保存するステップと、前記ユーザ情報を用いて前記コンテンツのクラスタリングに必
要なイベント基盤クラスタリング情報を生成するステップと、前記生成されたイベント基
盤クラスタリング情報に従って前記コンテンツをクラスタリングするステップとを具備す
る。
【００２２】
　ここで、前記イベント基盤クラスタリング情報を含むアルバム化情報を保存するステッ
プを更に含むことができる。
【００２３】
　また、前記アルバムに対する識別子を生成するステップを更に含み、前記識別子は前記
アルバム化情報に含まれることができる。
【００２４】
　また、前記クラスタリングステップは、前記コンテンツが生成またはコピーされた時間
情報、前記コンテンツが生成された状況情報、前記コンテンツ内に含まれた人物情報のう
ち少なくとも一つを含むコンテンツ基盤クラスタリング情報に基づいてクラスタリングを
行うことができる。
【００２５】
　また、前記イベント別基準イメージ及び前記イベント別基準背景イメージ/テンプレー
トのうち少なくとも一つを保存するステップを更に具備し、前記識別子生成ステップは、
前記イベント基盤クラスタリング情報及び前記イベント別基準イメージに基づいて前記ア
ルバムの表紙及び名称のうち少なくとも一つを生成することができる。
【００２６】
　また、前記アルバムの表紙を生成するステップは、前記イベント別基準背景イメージ/
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テンプレートに基づいてアルバムの表紙に使用する背景イメージ/テンプレートを選択す
ることができる。
【００２７】
　また、前記コンテンツのクラスタリングに必要なイベント関連用語を保存するステップ
を更に具備し、前記クラスタリング情報生成ステップは、前記保存されたイベント関連用
語に基づいて前記イベント基盤クラスタリング情報を生成することができる。
【００２８】
　また、前記クラスタリング情報生成ステップは、ユーザによって入力されたイベント関
連用語に基づいて前記イベント基盤クラスタリング情報を生成することができる。
【００２９】
　また、前記ユーザ情報が変更されると、変更されたユーザ情報に対応するように予め保
存されたイベント基盤クラスタリング情報をアップデートするステップを更に具備するこ
とができる。
【００３０】
　また、前記ユーザ情報は、ユーザスケジュール情報、ユーザ身分情報、記念日情報及び
公休日情報のうち少なくとも一つを含むことができる。
【００３１】
　また、前記コンテンツは、デジタル写真及びデジタル動画のうち少なくとも一つを含む
ことができる。
【００３２】
　また、前記アルバム表紙は、少なくとも一つのデジタル写真及びデジタル動画で構成さ
れることができる。
【発明の効果】
【００３３】
　以上説明したように本発明の多様な構成によれば、正確度及び満足度の高いコンテンツ
アルバム化が可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００３４】
【図１】本発明の一実施形態にかかるコンテンツクラスタリング装置の構成を示すブロッ
ク図である。
【図２】図１に示されたコンテンツクラスタリング装置の細部構成を示すブロック図であ
る。
【図３Ａ】本発明の一実施形態に従って保存/利用され得る各種データを説明するための
図である。
【図３Ｂ】本発明の一実施形態に従って保存/利用され得る各種データを説明するための
図である。
【図３Ｃ】本発明の一実施形態に従って保存/利用され得る各種データを説明するための
図である。
【図３Ｄ】本発明の一実施形態に従って保存/利用され得る各種データを説明するための
図である。
【図４】本発明の一実施形態に従ってイベント基盤クラスタリング情報を生成する方法を
説明するための図である。
【図５Ａ】本発明の一実施形態に従ってコンテンツをクラスタリングする方法を説明する
ための図である。
【図５Ｂ】本発明の一実施形態に従ってコンテンツをクラスタリングする方法を説明する
ための図である。
【図５Ｃ】本発明の一実施形態に従ってコンテンツをクラスタリングする方法を説明する
ための図である。
【図６】図５Ａ乃至図５Ｃに示されたコンテンツをクラスタリングする方法を他の方式で
示す図である。
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【図７】本発明の一実施形態に従ってアルバム識別子を生成する方法を説明するための図
である。
【図８】本発明の一実施形態に従って生成され得る多様なアルバム名の例を示す図である
。
【図９】本発明の一実施形態にかかるコンテンツアルバム化方法を説明するためのフロー
チャートである。
【図１０】図９に示されたアルバム化方法を詳細に説明するためのフローチャートである
。
【図１１】本発明の別の実施形態にかかる電子装置の構成を示すブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００３５】
　以下に添付図面を参照しながら、本発明の好適な実施の形態について詳細に説明する。
なお、本明細書及び図面において、実質的に同一の機能構成を有する構成要素については
、同一の符号を付することにより重複説明を省略する。
【００３６】
　図１は、本発明の一実施形態にかかるコンテンツアルバム化装置の構成を示すブロック
図である。同図によると、コンテンツアルバム化装置１００は、保存部１１０、クラスタ
リング情報生成部１２０、及びクラスタリング部１３０を具備する。
【００３７】
　本コンテンツアルバム化装置１００は、マルチメディアコンテンツを生成/保存/利用す
るデジタルカメラ、ビデオカメラ、コンピュータ、携帯端末等の多様なマルチメディアデ
バイス又はその内部に装着可能なモジュール、又はその外部に着脱可能な外部装置等で実
現することができる。
【００３８】
　保存部１１０は、ユーザ情報及びコンテンツを保存する役割をする。ここで、ユーザ情
報は、ユーザ身分情報、ユーザスケジュール情報、及び公休日情報などであって、ＰＣ、
携帯端末のようなＰＩＭＳ（Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　Ｍａｎａｇｅ
ｍｅｎｔ　Ｓｙｓｔｅｍ）から獲得することができる。たとえば、ユーザの誕生日、結婚
記念日、入社日、配偶者の誕生日、子どもの誕生日、両親の誕生日などのユーザ身分情報
、結婚式参席、セミナ、旅行、会議、約束などのユーザスケジュール情報、子供の日、お
盆、祝日、土曜日、日曜日などの公休日情報などになることができる。上述した分類は、
一実施形態にすぎず、分類のカテゴリは当業者に自明なレベル内で修正または変更可能で
ある。
【００３９】
　また、コンテンツはデジタルマルチメディアコンテンツであってもよく、たとえば、デ
ジタル写真、デジタル動画などであっても良い。
【００４０】
　保存部１１０は、多様なコンテンツアルバム化装置１００の内部に備えられた内部メモ
リや外部に装着可能な携帯用メモリであってもよい。この場合、内部メモリはＲＯＭ（Ｒ
ｅａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）、フラッシュメモリ（ｆｌａｓｈ　ｍｅｍｏｒｙ）、
ＲＡＭ（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）などで実現されてもよい。また、
携帯用メモリは、ＣＦ（Ｃｏｍｐａｃｔ　Ｆｌａｓｈ　Ｃａｒｄ）、ＭＭＣ（Ｍｕｌｔｉ
　Ｍｅｄｉａ　Ｃａｒｄ）、ＳＤ（Ｓｅｃｕｒｅ　Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｃａｒｄ）、ＳＭＣ
（Ｓｍａｒｔ　Ｍｅｄｉａ（登録商標）　Ｃａｒｄ）、ＭＳ（Ｍｅｍｏｒｙ　Ｓｔｉｃｋ
）、ＸＤ（ＸＤ　ｐｉｃｔｕｒｅ　ｃａｒｄ）、Ｍｉｎｉ　ＳＤカード、Ｔ－Ｆｌａｓｈ
　カード、ＲＳ－ＭＭＣカード等があり得る。また、場合によって、データを提供する外
部ハードドライブ、別の外部メモリ及び/又はネットワークメモリデバイスのようなネッ
トワーク上でアクセス可能なメモリのような外部機器、外部サイト等もこれに該当するこ
とができる。
【００４１】
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　クラスタリング情報生成部１２０は、保存部１１０に保存されたユーザ情報を用いてコ
ンテンツをクラスタリングするためのイベント基盤クラスタリング情報を生成する。たと
えば、クラスタリング情報生成部１２０は、ユーザ情報のうちコンテンツクラスタリング
に必要なイベント情報を抽出してイベント名、時間、場所などのイベント基盤クラスタリ
ング情報を生成することができる。
【００４２】
　クラスタリング部１３０は、クラスタリング情報生成部１２０で生成されたイベント基
盤クラスタリング情報に従ってコンテンツをクラスタリングする。また、クラスタリング
部１３０は、イベント基盤クラスタリング情報の他、コンテンツのメタデータ等に含まれ
たコンテンツが生成又はコピーされた時間情報、又はコンテンツを分析して獲得できるコ
ンテンツが生成された状況情報、コンテンツ内に含まれた人物情報のうち、少なくとも一
つに基づいてコンテンツクラスタリングを行うことができる。
【００４３】
　コンテンツアルバム化装置１００は、保存部１１０、クラスタリング情報生成部１２０
及びクラスタリング部１３０を制御するための制御部１００ａを具備することができる。
コンテンツアルバム化装置１００は、ユーザによる命令及び情報の入力を行う入力部（不
図示）を具備することができる。入力部は、ボタン、ダイアル、スライダー、タッチスク
リーン、及び別の適切なユーザ入力デバイスを具備することができる。入力部は制御部と
通信することができる。コンテンツアルバム化装置１００は、コンテンツアルバム化装置
１００の動作に関連する情報及びコンテンツをディスプレイするためのディスプレイ部（
不図示）を更に具備することができる。たとえば、ディスプレイ部は、ＬＣＤ又はＣＲＴ
ディスプレイのような外部ディスプレイまたはコンテンツアルバム化装置１００に統合さ
れたディスプレイであってもよい。また、入力部及びディスプレイ部は、たとえば、情報
をディスプレイし入力を受信することができるタッチスクリーンのように共に実行されて
もよい。
【００４４】
　図２は、図１に示されたコンテンツアルバム化装置の細部構成を示すブロック図である
。同図によると、コンテンツアルバム化装置２００は、保存部２１０、クラスタリング情
報生成部２２０、クラスタリング部２３０、アルバム化情報保存部２４０、識別子生成部
２５０、基準イメージ保存部２６０、用語辞典保存部２７０及びディスプレイ部２８０を
具備する。コンテンツアルバム化装置２００は、保存部２１０、クラスタリング情報生成
部２２０、クラスタリング部２３０、アルバム化情報保存部２４０、識別子生成部２５０
、基準イメージ保存部２６０、用語辞典保存部２７０及びディスプレイ部２８０を制御す
るための制御部２００ａを具備することができる。
【００４５】
　保存部２１０は、ユーザ情報及びコンテンツを保存する役割をする。ここで、ユーザ情
報は、ユーザ身分情報、ユーザスケジュール情報、及び公休日情報などであって、ＰＣ、
携帯端末のようなＰＩＭＳ（Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　Ｍａｎａｇｅ
ｍｅｎｔ　Ｓｙｓｔｅｍ）から獲得することができる。たとえば、ユーザの誕生日、結婚
記念日、入社日、配偶者の誕生日、子どもの誕生日、両親の誕生日などのユーザ身分情報
、結婚式参席、セミナ、旅行、会議、約束などのユーザスケジュール情報、子供の日、お
盆、祝日、土曜日、日曜日などの公休日情報であってもよい。
【００４６】
　また、コンテンツはデジタルマルチメディアコンテンツであってもよく、たとえば、デ
ジタル写真、デジタル動画などであっても良い。
【００４７】
　保存部２１０は、コンテンツアルバム化装置２００の内部に備えられた内部メモリや外
部に装着可能な携帯用メモリであってもよい。ここで、内部メモリはＲＯＭ（Ｒｅａｄ　
Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）、フラッシュメモリ（ｆｌａｓｈ　ｍｅｍｏｒｙ）、ＲＡＭ（
Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）などで実現されてもよい。また、携帯用メ
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モリは、ＣＦ（Ｃｏｍｐａｃｔ　Ｆｌａｓｈ　Ｃａｒｄ）、ＭＭＣ（Ｍｕｌｔｉ　Ｍｅｄ
ｉａ　Ｃａｒｄ）、ＳＤ（Ｓｅｃｕｒｅ　Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｃａｒｄ）、ＳＭＣ（Ｓｍａ
ｒｔ　Ｍｅｄｉａ（登録商標）　Ｃａｒｄ）、ＭＳ（Ｍｅｍｏｒｙ　Ｓｔｉｃｋ）、ＸＤ
（ＸＤ　ｐｉｃｔｕｒｅ　ｃａｒｄ）、Ｍｉｎｉ　ＳＤカード、Ｔ－Ｆｌａｓｈ　カード
、ＲＳ－ＭＭＣカード等がある。また、場合によって、データを提供する外部機器、外部
サイト等もこれに該当することができる。
【００４８】
　クラスタリング情報生成部２２０は、保存部２１０に保存されたユーザ情報を用いてコ
ンテンツをクラスタリングするためのイベント基盤クラスタリング情報を生成する。たと
えば、クラスタリング情報生成部２２０は、ユーザ情報のうちコンテンツクラスタリング
に必要なイベント情報を抽出し適切な項目に分類してイベント名、時間、場所などのイベ
ント基盤クラスタリング情報を生成することができる。
【００４９】
　用語辞典保存部２７０は、コンテンツのクラスタリングに必要なイベント関連の用語を
保存する。すなわち、ユーザ情報の意味を分析するときに用いられる基準用語で構成され
たＤＢである。たとえば、スケジュール（日程）用語、記念日用語、公休日用語などが保
存され得る。
【００５０】
　この場合、クラスタリング情報生成部２２０は、用語辞典保存部２７０に保存されたイ
ベント関連用語に基づいてイベント基盤クラスタリング情報を生成することができる。
【００５１】
　アルバム化情報保存部２４０は、クラスタリングされたコンテンツをアルバムで表現す
るためのアルバム化情報を保存する。すなわち、アルバム化情報保存部２４０は、上述し
たクラスタリング情報生成部２２０で生成されたイベント基盤クラスタリング情報を保存
することができる。また、アルバム化情報保存部２４０は、後述する識別子生成部２５０
から生成されたアルバム識別子などコンテンツのアルバム化に必要な情報を保存すること
ができる。
【００５２】
　クラスタリング部２３０は、クラスタリング情報生成部２２０で生成されたイベント基
盤クラスタリング情報に従ってコンテンツをクラスタリングする。また、クラスタリング
部２３０は、イベント基盤クラスタリング情報の他、コンテンツのメタデータ等に含まれ
たコンテンツが生成又はコピーされた時間情報、又はコンテンツを分析して獲得できるコ
ンテンツが生成された状況（場所、風景、構図など）情報、コンテンツ内に含まれた人物
情報等に基づいてコンテンツクラスタリングを行うことができる。説明の便宜のため、以
下ではコンテンツから獲得できる時間情報、状況情報、人物情報などを「コンテンツ基盤
クラスタリング情報」という。一方、上述したコンテンツ基盤クラスタリング情報は、ア
ルバム化情報保存部２４０に保存されるか、別途のＤＢに保存/管理され得る。
【００５３】
　本発明の一実施形態に従って、クラスタリング部２３０がコンテンツ（たとえば、写真
データ）を時間/場所情報を用いてクラスタリングする方式を説明することにする。
【００５４】
　まず、クラスタリング部２３０は、写真データを写真データのメタデータ（ＥＸＩＦ情
報）から抽出された時間情報を用いて整理する。また、時間情報のほか写真を撮像する当
時の場所を示すＧＰＳ情報がある場合、時間情報と共に利用することができる。クラスタ
リング部２３０は、アルバム化情報保存部２４０に保存されたアルバム化情報と時間/場
所情報を用いて写真列の境界情報を抽出し、各写真の間がアルバム境界であるかを判断す
ることができる。
【００５５】
　ここで、時間によるアルバム境界を判断するために、まず、時間境界の閾値を決定する
ことができる。たとえば、人によって手動で分離されたアルバム情報を学習に用いて、境
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界抽出に利用する閾値を決定することができる。この場合、アルバム別時間間隔、アルバ
ム内時間間隔、アルバム別写真の数等のデータを用いることができる。
【００５６】
　時間境界の抽出のための閾値が決定されると、連続した二つの写真間の時間差と閾値と
を比較して、閾値より小さい場合は同一のグループに、閾値より大きい場合は互いに異な
るグループに分類することができる。
【００５７】
　また、時間撮影の場所情報を利用することができる場合、連続した二つの写真の撮影場
所が同一であるかを確認して、撮影場所が同一である場合、同一グループに含め、撮影場
所が異なる場合、時間情報を用いた写真列境界の比較を行ってグループ境界を決定するこ
とができる。上述した過程をすべての写真列に繰返して写真列を分割することができる。
【００５８】
　また、アルバム化情報のうち識別子情報を用いてアルバム表紙及び名称を自動で生成す
ることができる。一方、場合によっては、上述した時間/場所情報のほか写真を撮像する
当時の多様な状況情報（背景、構図など）、人物情報なども写真列の境界抽出に活用する
ことができる。
【００５９】
　時間/場所情報によって写真列が分割されると、クラスタリング情報生成部２２０で生
成されたイベント基盤クラスタリング情報、すなわち、イベント名、イベント時間、イベ
ント場所などの情報を用いて写真列を再分割してアルバム化するためのクラスタリングを
完了することができる。
【００６０】
　識別子生成部２５０は、アルバムに対する識別子を生成する。識別子生成部２５０は、
基準イメージ保存部２６０から該当イベント情報に対応する基準イメージを獲得してアル
バムの表紙を生成することができる。また、識別子生成部２５０は、基準イメージ保存部
２６０に保存されたイベント別の基準背景イメージに基づいてアルバムの表紙に使用する
背景イメージ及びテンプレートを選択することができる。たとえば、識別子生成部２５０
は、該当イベントの基準イメージに対応する写真及び基準背景イメージを選択し、これを
組み合わせてアルバムの表紙を生成することができる。また、イベント名、場所名などに
基づいてアルバムの名称を生成することができる。ここで、識別子はクラスタリングされ
たコンテンツをアルバムで表現するためのアルバム化情報に含まれる。
【００６１】
　識別子生成部２５０は、基準イメージ保存部２６０に保存されたイベント別基準イメー
ジとの類似度を測定し、最も類似しているイメージを代表イメージとして選択して該当ア
ルバムの表紙を生成することができる。この場合、代表イメージを複数個選択してアルバ
ムの表紙を生成することも可能である。ここで、予め保存されたイベント別基準イメージ
は、学習を通して生成された各イベントを代表することができるイメージを意味する。ま
た、イベント別基準背景イメージ/テンプレートを選択してアルバム表紙の背景として利
用することができる。また、イベント名、イベント時間、イベント場所、イベント中心人
物などの情報を考慮してアルバムの名称を生成することができる。
【００６２】
　また、クラスタリング情報生成部２２０は、保存部２１０に保存されたユーザ情報が変
更されると、変更されたユーザ情報に対応するように保存部２１０に保存されたコンテン
ツのクラスタリングに必要なイベント情報をアップデートすることができる。
【００６３】
　一方、本クラスタリング装置２００は、場合によってユーザインターフェース部（不図
示）を備え、ユーザインターフェース部（不図示）を介して入力されたイベント関連用語
に基づいてコンテンツのクラスタリング情報を生成することができる。すなわち、クラス
タリング情報生成部２２０は、用語辞典保存部２７０に保存されたイベント関連用語だけ
でばく、ユーザインターフェース部（不図示）を介して入力されたイベント関連用語に基
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づいてコンテンツのクラスタリング情報を生成することができる。
【００６４】
　コンテンツアルバム化装置２００は、ディスプレイ部２８０を具備することができる。
ディスプレイ部２８０はコンテンツアルバム化装置２００の内部または外部に位置するこ
とができる。制御部２００ａはディスプレイ部２８０の動作を制御することができる。
【００６５】
　図３Ａ乃至図３Ｄは、本発明の一実施形態に従って保存/利用され得る各種データを説
明するための図である。
【００６６】
　図３Ａに示すように、保存部２１０には、ユーザがアルバム化しようとするデジタル写
真、動画等のコンテンツ、及びユーザ身分情報、ユーザスケジュール情報、記念日、公休
日などのユーザ情報が保存されている。
【００６７】
　図３Ｂに示すように、アルバム化情報保存部２４０には、保存部２１０に保存されたユ
ーザ情報に基づいて生成されたイベント名、イベント時間、イベント場所、イベント中心
人物等のイベント基盤クラスタリング情報、コンテンツから抽出され得るコンテンツ生成
時間、生成場所、生成状況、人物情報等のコンテンツ基盤クラスタリング情報、及びイベ
ント基盤クラスタリング情報及びイベント別基準イメージを基準に生成されたアルバム表
紙、名称等のアルバム識別子が保存され得る。
【００６８】
　図３Ｃに示すように、基準イメージ保存部２６０には学習に基づいて形成されたイベン
ト別基準イメージ、イベント別基準背景イメージ/テンプレートなどが保存され得る。
【００６９】
　図３Ｄに示すように、用語辞典保存部２７０には、ユーザ情報に基づいてイベント基盤
クラスタリング情報を生成するのに必要な多様なイベント用語、すなわち、スケジュール
（日程）用語、記念日用語、公休日用語等が保存され得る。
【００７０】
　図４は、本発明の一実施形態に従ってイベント基盤クラスタリング情報を生成する方法
を説明するための図である。
【００７１】
　図４に示すように、ユーザの生年月日、結婚記念日、家族の生年月日などの個人身分情
報、及び家族集まり、家族旅行などのユーザスケジュール情報、子供の日などの記念日情
報に基づいてコンテンツのクラスタリングに必要なイベント基盤クラスタリング情報を生
成することができる。たとえば、イベント日付（５月７日）、イベント時間（１１：００
）、イベント名（結婚式）、イベント場所（新羅ホテル）などのイベント基盤クラスタリ
ング情報が生成されていることを確認することができる。
【００７２】
　図２及び図４を参考すると、制御部２００ａは、イベント基盤クラスタリング情報を代
表するイメージをディスプレイするための信号を生成して、ディスプレイ部２８０に信号
を伝送することができる。ユーザはディスプレイ部２８０にディスプレイされるイメージ
を通して、イベント基盤クラスタリング情報及び/又はコンテンツをレビューすることが
でき、ユーザはコンテンツ及び/又はイベント基盤クラスタリング情報を選択、変更、修
正することができる。
【００７３】
　図５Ａ乃至図５Ｃは、本発明の一実施形態に従ってコンテンツをクラスタリングする方
法を説明するための図である。説明の便宜のために、コンテンツが写真である場合を例に
とって説明することにする。しかし、これは一実施形態に過ぎず、コンテンツはビデオの
ようなマルチメディアコンテンツを含むことができる。
【００７４】
　まず、図５Ａに示されるように、時間順で配列した写真列を、時間閾値５４０を基準に



(13) JP 2010-118056 A 2010.5.27

10

20

30

40

50

グルーピングすることができる。図５Ａにおいて、数字「１、２、．．．、ｎ」は、写真
が時間順で配列されたことを示し、
【数１】

の形態で表示されたグラフは各写真間の時間差を示す。図５Ａに示されているように、二
つの連続した写真間の時間間隔が時間間隔の閾値より大きい場合、二つの連続した写真は
別のグループとして分類することができる。たとえば、連続した二つの写真１、２間の時
間差と閾値５４０とを比較し、閾値より小さい場合（たとえば、間隔５３０）、同一のグ
ループとして分類することができる。また、連続した二つの写真６、７間の時間差と閾値
５４０とを比較し、閾値より大きい値である場合（たとえば、間隔５１０）、互いに別の
グループとして分類することができる。
【００７５】
　次に、図５Ｂに示すように、時間順で配列された写真列を、イベント基盤クラスタリン
グ情報を用いてグルーピングすることができる。すなわち、イベント名、イベント時間な
どに基づいて写真列をグルーピングすることができる。たとえば、写真１～６は、子供の
日のスケジュール情報５５０に関連してグルーピングすることができる。また、写真７～
１１は、友達の結婚式のスケジュール情報５６０に関連して写真１～６と別のグループと
してグルーピングすることができる。また、スケジュール情報と関連のない写真１２～ｋ
は、グループとして割当られなかったり、スケジュール情報を有しない写真のグループと
してグルーピングしたりすることができる。
【００７６】
　図５Ｃは、図５Ａに示された時間基盤分割及び図５Ｂに示されたイベント基盤分割を組
み合わせて完成した写真列のクラスタリングを示す。図５Ｃに示されているように、１１
番目の写真と１２番目の写真との間の時間差５８０は閾値５７０を超過していないが、イ
ベント情報５９０、５９５が異なるため、互いに異なるアルバム（アルバム２、アルバム
３）として分類することができる。
【００７７】
　時間間隔の閾値、写真のグループ、写真間の時間間隔、イベント基盤クラスタリング情
報などを含む情報を示すイメージはディスプレイ部２８０上にディスプレイすることがで
きる。ユーザはディスプレイ部２８０にディスプレイされるイメージを通してイベント基
盤クラスタリング情報及び/又はコンテンツをレビューすることができ、ユーザはコンテ
ンツ及び/又はイベント基盤クラスタリング情報を選択、変更、修正することができる。
【００７８】
　図６は、図５Ａ乃至図５Ｃに示されたコンテンツをクラスタリングする方法を他の方式
で示す図である。
【００７９】
　図６（ａ）によると、写真列が時間閾値を基準に複数のグループ６１０～６２５に分割
され、図６（ｂ）によると、写真列がスケジュールを基準に複数のグループ６３０～６４
０に分割された。最後に、図６（ｃ）によると、図６（ａ）及び図６（ｂ）に示された写
真列の分割を基準にアルバムが分類されたことを確認することができる。図６によると、
写真３、４は互いに異なる時間情報及びスケジュール情報と関連しているため、写真３、
４は各々別のアルバム６４５、６５０にグルーピングされ、写真４はアルバム変更境界写
真となる。写真６、７は互いに異なるスケジュール情報と関連しているため、写真６、７
は各々異なるアルバム６５０、６５５にグルーピングされ、写真７はアルバム変更境界写
真となる。写真９、１０はスケジュール情報と関連がないが、互いに異なる時間情報６１
５、６２０と関連している。従って、写真９、１０は各々異なるアルバム６５５、６６０
にグルーピングされ、写真１０はアルバム変更境界写真となる。
【００８０】
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　時間間隔の閾値、写真のグループ、写真間の時間間隔、イベント基盤クラスタリング情
報などを含む情報を示すイメージはディスプレイ部２８０上にディスプレイすることがで
きる。ユーザはディスプレイ部２８０にディスプレイされるイメージを通して、イベント
基盤クラスタリング情報及び/又はコンテンツをレビューすることができ、ユーザはコン
テンツ及び/又はイベント基盤クラスタリング情報を選択、変更、修正することができる
。
【００８１】
　図７は、本発明の一実施形態に従ってアルバム識別子を生成する方法を説明するための
図である。
【００８２】
　同図によると、写真が上述した構成によって複数個のアルバムに分類されると、各アル
バムのイベント基盤クラスタリング情報を予め保存された基準イメージデータ、すなわち
、トレーニングイメージデータと比較して類似度の高い写真をアルバム表紙として生成す
ることができる。また、イベント基盤クラスタリング情報及びコンテンツ基盤クラスタリ
ング情報を用いてアルバムの名称を生成することができる。たとえば、アルバム７１０は
、「２００７年５月７日、友達の結婚式、新羅ホテル」（図３参照）のようなスケジュー
ル情報と関連することができ、イベント基盤クラスタリング情報はアルバム７１０に対し
て表紙７４０として用いられる写真７３０を選択するためのトレーニングイメージデータ
７２０と比較することができる。また、アルバム７５０の名称はイベント基盤クラスタリ
ング情報から生成することができる。一方、上述した実施形態では表紙イメージとして写
真の利用について説明したが、これは一実施形態に過ぎず、デジタル動画から選択された
イメージをアルバム表紙として選択することができる。
【００８３】
　図８は、本発明の一実施形態に従って生成することができる様々なアルバムの名称の例
を示す図である。
【００８４】
　同図に示されるように、アルバムの名称は、たとえば、時間（年/月/日（ＹＹ/ＭＭ/Ｄ
Ｄ）８１０、中心人物名前８２０、イベント名８３０、場所８４０等の組合せで生成する
ことができる。すなわち、イベントが登録されている場合、「時間－中心人物－イベント
名－場所８５０」、「時間－イベント名－場所８６０」などのような形態でアルバムの名
称を生成することができ、イベントが登録されていない場合には、「時間－写真コレクシ
ョン＃－場所８７０」、「時間－写真コレクション＃８８０」などのような形態でアルバ
ムの名称を生成することができる。アルバムの名称は関連情報の量及びタイプに関係なく
、コンテンツに関連する情報によってのみ生成することができる。
【００８５】
　図９は、本発明の一実施形態にかかるコンテンツアルバム化方法を説明するためのフロ
ーチャートである。
【００８６】
　同図によると、ユーザ情報及びコンテンツを保存すると（Ｓ９１０）、ユーザ情報を用
いてコンテンツのクラスタリングに必要なイベント基盤クラスタリング情報を生成する（
Ｓ９２０）。ここで、ユーザ情報は、ユーザスケジュール情報、ユーザ身分情報、記念日
情報及び公休日情報などであってもよい。また、コンテンツは、デジタル写真、デジタル
動画などであってもよい。
【００８７】
　また、コンテンツのクラスタリングに必要なイベント基盤クラスタリング情報は、イベ
ント名、イベント時間、イベント場所、イベント中心人物などの項目により生成すること
ができる。
【００８８】
　その後、生成されたイベント基盤クラスタリング情報に従ってコンテンツをクラスタリ
ングする（Ｓ９３０）。この場合、Ｓ９３０ステップは、イベント基盤クラスタリング情
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報のほかコンテンツが生成またはコピーされた時間情報、コンテンツが生成された状況情
報、コンテンツ内に含まれた人物情報のうち少なくとも一つを含むコンテンツ基盤クラス
タリング情報に基づいてクラスタリングを行うことができる。
【００８９】
　また、クラスタリングされたコンテンツをアルバムで表現するためのアルバム化情報を
保存することができる。この場合、アルバム化情報にはイベント基盤クラスタリング情報
、コンテンツ基盤クラスタリング情報、アルバムに対する識別子等を含むことができる。
【００９０】
　また、Ｓ９２０ステップは、予め保存されたイベント関連用語に基づいてイベント基盤
クラスタリング情報を生成することができる。または、ユーザによって入力されたイベン
ト関連用語に基づいてイベント基盤クラスタリング情報を生成することができる。ここで
、イベント関連用語は、スケジュール（日程）用語、記念日用語、公休日用語などであっ
てもよい。
【００９１】
　また、アルバムに対する識別子は、イベント基盤クラスタリング情報及び予め保存され
たイベント別基準イメージを利用して生成することができ、アルバムの表紙及び名称のう
ち少なくとも一つであってもよい。
【００９２】
　また、ユーザ情報が変更されると、変更されたユーザ情報に対応するように予め保存さ
れたイベント基盤クラスタリング情報をアップデートすることができる。
【００９３】
　図１０は、図９に示されたコンテンツアルバム化方法を詳細に説明するためのフローチ
ャートである。
【００９４】
　同図によると、ユーザ情報及びコンテンツを保存すると（Ｓ１０１０）、ユーザ情報及
び予め保存されたイベント関連用語に基づいてコンテンツのクラスタリングに必要なイベ
ント基盤クラスタリング情報を生成する（Ｓ１０２０）。または、ユーザによって入力さ
れたイベント関連用語に基づいてイベント基盤クラスタリング情報を生成することができ
る。ここで、ユーザ情報は、ユーザスケジュール情報、ユーザ身分情報、記念日情報及び
公休日情報などであってもよい。また、コンテンツはデジタル写真、デジタル動画などで
あってもよい。
【００９５】
　また、コンテンツのクラスタリングに必要なイベント基盤クラスタリング情報は、イベ
ント名、イベント時間、イベント場所、イベント中心人物などの項目により生成すること
ができる。
【００９６】
　ここで、イベント関連用語は、スケジュール（日程）用語、記念日用語、公休日用語で
あってもよい。
【００９７】
　その後、生成されたイベント基盤クラスタリング情報及びコンテンツ基盤クラスタリン
グ情報に従ってコンテンツをクラスタリングする（Ｓ１０３０）。ここで、コンテンツ基
盤クラスタリング情報は、コンテンツが生成またはコピーされた時間情報、コンテンツが
生成された状況情報、コンテンツ内に含まれた人物情報などであってもよい。
【００９８】
　その後、イベント基盤クラスタリング情報及び予め保存されたイベント別基準イメージ
に基づいてアルバムの表紙及び名称を生成する（Ｓ１０４０）。ここで、アルバムの表紙
に用いられる代表イメージは複数個を選択することも可能である。また、予め保存された
イベント別基準背景イメージ／テンプレートに基づいて表紙の背景を生成することができ
る。ここで、予め保存されたイベント別基準イメージ、イベント別基準背景イメージ／テ
ンプレートは、学習を通して生成された各イベントを代表することができるイメージ又は
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背景イメージ／テンプレートを意味する。
【００９９】
　また、クラスタリングされたコンテンツをアルバムで表現するためのアルバム化情報を
保存してこれを利用することができる。この場合、アルバム化情報にはイベント基盤クラ
スタリング情報、コンテンツ基盤クラスタリング情報、アルバムに対する識別子等を含む
ことができる。
【０１００】
　また、ユーザ情報が変更されると、変更されたユーザ情報に対応するように予め保存さ
れたイベント基盤クラスタリング情報をアップデートすることができる。
【０１０１】
　図１１は、本発明の別の実施形態にかかる電子装置１１００の構成を示すブロック図で
ある。電子装置１１００は、処理部１１１０、入力部１１２０、出力部１１３０及び機能
部１１４０を具備する。電子装置１１００は、たとえば、コンピュータ、ｌａｐｔｏｐ、
ｐａｌｍｔｏｐ又は他の携帯用計算装置、モバイルフォン、イメージプロセシング装置、
イメージ形成装置であってもよい。
【０１０２】
　処理部１１１０は、本発明にかかる多様な情報を処理することができる。たとえば、図
１及び図２に示されたコンテンツアルバム化装置の構成に対応することができる。
【０１０３】
　入力部１１２０は、たとえば、コンテンツデータのような入力を受信することができ、
処理部１１１０と入力データを通信することができる。入力部１１２０は、マルチメディ
アコンテンツを生成、保存及び利用することができるデジタルカメラ、ビデオカメラ、コ
ンピュータ及び/又は移動可能なコンピュータのようなマルチメディア装置と接続された
り入力を受信したりすることができる。入力部１１２０の動作は処理部１１１０によって
制御することができる。
【０１０４】
　出力部１１３０は、本発明にかかるコンテンツ及び/又は他の情報を示す情報を出力す
ることができ、たとえば、ディスプレイ装置又は画像処理装置の構成要素であったり、こ
れに接続されたりすることができる。ディスプレイ装置はユーザに提供するための情報を
ディスプレイすることができる。画像形成装置はイメージ形成の媒体上で情報のイメージ
を形成することができる。出力部１１３０の動作は処理部１１１０によって制御すること
ができる。
【０１０５】
　機能部１１４０は、処理部１１１０と通信し、たとえばコンピュータ機能、モバイルデ
バイス機能、イメージ形成機能などを提供することができる。機能部１１４０の動作は処
理部１１１０によって制御することができる。従って、電子装置１１００は、本発明にか
かるコンテンツアルバム化装置として動作することができる。
【０１０６】
　これにより、コンテンツ自動アルバム化において正確性及び便宜性を提供することがで
きるようになる。
【０１０７】
　一方、本発明の一実施形態は、コンピュータで読み取り可能な媒体上のコンピュータで
読み取り可能なコードによって実施できることは勿論である。コンピュータで読み取り可
能な媒体は、コンピュータで読み取り可能な記録媒体とコンピュータで読み取り可能な伝
送媒体を含む。コンピュータで読み取り可能な記録媒体はコンピュータシステムによって
読み取られるデータ保存装置である。たとえば、コンピュータで読み取り可能な記録媒体
は、Ｒｅａｄ－Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ（ＲＯＭ）、Ｒａｎｄｏｍ－Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅ
ｍｏｒｙ（ＲＡＭ）、ＣＤ－ＲＯＭ、磁気テープ、フロッピー（登録商標）ディスク及び
光データ保存装置を含む。コンピュータで読み取り可能なコードが分散形態で保存され実
行されるように、コンピュータで読み取り可能な記録媒体はネットワーク上で接続された
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コンピュータシステムに分散されていてもよい。コンピュータで読み取り可能な伝送媒体
は、搬送波（ｃａｒｒｉｅｒ　ｗａｖｅ）または信号（たとえば、インターネットを介し
た有線又は無線データ送信）を含む。
【０１０８】
　以上、添付図面を参照しながら本発明の好適な実施形態について詳細に説明したが、本
発明はかかる例に限定されない。本発明の属する技術の分野における通常の知識を有する
者であれば、特許請求の範囲に記載された技術的思想の範疇内において、各種の変更例ま
たは修正例に想到し得ることは明らかであり、これらについても、当然に本発明の技術的
範囲に属するものと了解される。
【符号の説明】
【０１０９】
　１００・・・コンテンツアルバム化装置
　１００ａ・・制御部
　１１０・・・保存部
　１２０・・・クラスタリング情報生成部
　１３０・・・クラスタリング部

【図１】

【図２】

【図３Ａ】
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