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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の画像配置枠のそれぞれに対応づけて、前記複数の画像配置枠のそれぞれに配置す
べき主画像の条件を示す主画像用の合成情報を格納する主画像合成情報格納部と、
　前記複数の画像配置枠のそれぞれに対応づけて、他の画像配置枠に配置された主画像の
内容に応じて決定される、前記複数の画像配置枠のそれぞれに配置すべき従画像の条件を
示す従画像用の合成情報を格納する従画像合成情報格納部と、
　複数の画像を入力する画像入力部と、
　前記画像入力部が入力した複数の画像を、前記複数の画像配置枠のそれぞれに対応づけ
て前記主画像合成情報格納部が格納している主画像用の合成情報が示す主画像の条件のそ
れぞれと比較する条件比較部と、
　前記条件比較部の比較結果に基づいて、画像の内容と前記複数の画像配置枠に対応づけ
られた主画像の条件とが最も一致する画像を主画像として選択する主画像選択部と、
　前記条件比較部の比較結果に基づいて、画像の内容と画像配置枠に対応づけられた主画
像の条件とが最も一致する画像配置枠を主画像を配置する主画像枠として選択する主画像
枠選択部と、
　前記主画像選択部が選択した主画像の内容に基づいて、主画像枠以外の画像配置枠であ
る従画像枠に対応づけて前記従画像合成情報格納部が格納している従画像用の合成情報が
示す従画像の条件を、従画像枠毎に決定する従画像合成情報決定部と、
　前記従画像合成情報決定部が従画像枠毎に決定した従画像の条件と最も一致する画像を
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従画像枠に配置する従画像として選択する従画像選択部と、
　前記主画像選択部が選択した主画像を主画像枠に、前記従画像選択部が選択した従画像
を従画像枠にそれぞれ配置してアルバムを作成するアルバム作成部と
を備えるアルバム作成装置。
【請求項２】
　前記主画像合成情報格納部が格納している主画像用の合成情報が示す主画像の条件にそ
れぞれ対応づけて、主画像の条件の重みを格納している主画像合成情報重み格納部
を更に備え、
　前記主画像選択部は、前記条件比較部の比較結果に基づいて、画像の内容と主画像の条
件とが一致する主画像の条件に対応づけて前記主画像合成情報重み格納部が格納している
重みが最も大きい主画像の条件と一致する画像を主画像として選択し、
　前記主画像枠選択部は、前記主画像選択部が選択した主画像が配置される画像配置枠を
主画像枠として選択する
請求項１に記載のアルバム作成装置。
【請求項３】
　前記従画像合成情報格納部が格納している従画像用の合成情報が示す従画像の条件にそ
れぞれ対応づけて、従画像の条件の重みを格納している従画像合成情報重み格納部
を更に備え、
　前記従画像選択部は、前記従画像合成情報決定部が従画像枠ごとに決定した従画像の条
件に対応づけて前記従画像合成情報重み格納部が格納している重みが最も大きい従画像の
条件と一致する画像を、前記主画像枠選択部が選択した主画像枠を除く従画像枠に配置す
る従画像として選択する
請求項２に記載のアルバム作成装置。
【請求項４】
　前記主画像合成情報格納部が格納している主画像用の合成情報が示す主画像の条件にそ
れぞれ対応づけて、主画像の条件の重みを格納している主画像合成情報重み格納部
を更に備え、
　前記主画像選択部は、前記画像入力部が入力した複数の画像の内容と画像配置枠の主画
像の条件とが一致する主画像の条件にそれぞれ対応づけて、前記主画像合成情報重み格納
部が格納している主画像の条件の重みの合計値を算出して、算出した重みの合計値が最も
大きい画像を主画像として選択し、
　前記主画像枠選択部は、前記主画像選択部が選択した主画像が配置される画像配置枠を
主画像枠として選択する
請求項１に記載のアルバム作成装置。
【請求項５】
　前記従画像合成情報格納部が格納している従画像用の合成情報が示す従画像の条件にそ
れぞれ対応づけて、従画像の条件の重みを格納している従画像合成情報重み格納部
を更に備え、
　前記従画像選択部は、前記画像入力部が入力した複数の画像の内容と画像配置枠の従画
像の条件とが一致する従画像の条件にそれぞれ対応づけて、前記従画像合成情報重み格納
部が格納している従画像の条件の重みの合計値を算出して、算出した重みの合計値が最も
大きい画像を、前記主画像枠選択部が選択した主画像枠を除く従画像枠に配置する従画像
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】
　複数の画像配置枠のそれぞれに対応づけて、前記複数の画像配置枠のそれぞれに配置す
べき主画像の条件を示す主画像用の合成情報を格納する主画像合成情報格納部と、
　前記複数の画像配置枠のそれぞれに対応づけて、他の画像配置枠に配置された主画像の
内容に応じて決定される、前記複数の画像配置枠のそれぞれに配置すべき従画像の条件を
示す従画像用の合成情報を格納する従画像合成情報格納部と、
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　複数の画像を入力する画像入力部と、
　前記複数の画像配置枠から主画像を配置する主画像枠を選択する主画像枠選択部と、
　前記主画像枠選択部が選択した主画像枠に対応づけて前記主画像合成情報格納部が格納
している主画像用の合成情報に基づいて、前記画像入力部が入力した複数の画像から主画
像枠に配置する主画像を選択する主画像選択部と、
　前記主画像選択部が選択した主画像の内容に基づいて、主画像枠以外の画像配置枠であ
る従画像枠に対応づけて前記従画像合成情報格納部が格納している従画像用の合成情報が
示す従画像の条件を、従画像枠毎に決定する従画像合成情報決定部と、
　前記従画像合成情報決定部が従画像枠毎に決定した従画像の条件に基づいて、前記画像
入力部が入力した複数の画像から従画像枠に配置する従画像を選択する従画像選択部と、
　前記主画像選択部が選択した主画像を主画像枠に、前記従画像選択部が選択した従画像
を従画像枠にそれぞれ配置してアルバムを作成するアルバム作成部と、
　前記主画像選択部が選択した主画像の内容と前記主画像枠選択部が選択した主画像枠に
対応づけて前記主画像合成情報格納部が格納している主画像の条件との一致度、および前
記従画像選択部が選択した従画像の内容と当該従画像を配置する従画像枠に対応づけて前
記従画像合成情報格納部が格納している従画像の条件との一致度に基づいて、複数の画像
配置枠のそれぞれを主画像枠としたレイアウトの一致度を、レイアウトごとに算出するレ
イアウト一致度算出部と、
を備え、
　前記アルバム作成部は、前記レイアウト一致度算出部がレイアウトごとに算出したレイ
アウトの一致度が最も高いレイアウトのアルバムを作成するアルバム作成装置。
【請求項７】
　前記主画像合成情報格納部が格納している主画像の条件にそれぞれ対応づけて、主画像
の条件の重みを格納している主画像合成情報重み格納部と、
　前記従画像合成情報格納部が格納している従画像の条件にそれぞれ対応づけて、従画像
の条件の重みを格納している従画像合成情報重み格納部と
を更に備え、
　前記レイアウト一致度算出部は、前記主画像選択部が選択した主画像の内容と主画像枠
の主画像の条件とが一致する主画像の条件に対応づけて、前記主画像合成情報重み格納部
が格納している主画像の条件の重み、および前記従画像選択部が選択した従画像の内容と
従画像枠の従画像の条件とが一致する従画像の条件に対応づけて、前記従画像合成情報重
み格納部が格納している従画像の条件の重みを合計して、複数の画像配置枠のそれぞれを
主画像枠としたレイアウトの重みを、レイアウトごとに算出し、
　前記アルバム作成部は、前記レイアウト一致度算出部が算出したレイアウトの重みが最
も大きいレイアウトのアルバムを作成する
請求項６に記載のアルバム作成装置。
【請求項８】
　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、画像がレイアウトされた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、複数の画像配置枠のそれぞれに対応づけて、前記複数の画像
配置枠のそれぞれに配置すべき主画像の条件を示す主画像用の合成情報を主画像合成情報
格納部に格納する主画像合成情報格納段階と、
　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、前記複数の画像配置枠のそれぞれに対応づけて、他の画像配
置枠に配置された主画像の内容に応じて決定される、前記複数の画像配置枠のそれぞれに
配置すべき従画像の条件を示す従画像用の合成情報を従画像合成情報格納部に格納する従
画像合成情報格納段階と、
　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
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ェアを制御することにより、複数の画像を入力する画像入力段階と、
　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、前記画像入力段階で入力された複数の画像を、前記複数の画
像配置枠のそれぞれに対応づけて前記主画像合成情報格納部が格納している主画像用の合
成情報が示す主画像の条件のそれぞれと比較する条件比較段階と、
　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、前記条件比較段階での比較結果に基づいて、画像の内容と前
記複数の画像配置枠に対応づけられた主画像の条件とが最も一致する画像を主画像として
選択する主画像選択段階と、
　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、前記条件比較段階での比較結果に基づいて、画像の内容と画
像配置枠に対応づけられた主画像の条件とが最も一致する画像配置枠を主画像を配置する
主画像枠として選択する主画像枠選択段階と、
　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、前記主画像選択段階で選択された主画像の内容に基づいて、
主画像枠以外の画像配置枠である従画像枠に対応づけて前記従画像合成情報格納部が格納
している従画像用の合成情報が示す従画像の条件を、従画像枠毎に決定する従画像合成情
報決定段階と、
　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、前記従画像合成情報決定段階で従画像枠毎に決定された従画
像の条件と最も一致する画像を従画像枠に配置する従画像として選択する従画像選択段階
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、前記主画像選択段階で選択された主画像を主画像枠に、前記
従画像選択段階で選択された従画像を従画像枠にそれぞれ配置してアルバムを作成するア
ルバム作成段階と
備えるアルバム作成方法。
【請求項９】
　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、画像がレイアウトされた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、複数の画像配置枠のそれぞれに対応づけて、前記複数の画像
配置枠のそれぞれに配置すべき主画像の条件を示す主画像用の合成情報を主画像合成情報
格納部に格納する主画像合成情報格納段階と、
　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、前記複数の画像配置枠のそれぞれに対応づけて、他の画像配
置枠に配置された主画像の内容に応じて決定される、前記複数の画像配置枠のそれぞれに
配置すべき従画像の条件を示す従画像用の合成情報を従画像合成情報格納部に格納する従
画像合成情報格納段階と、
　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、複数の画像を入力する画像入力段階と、
　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、前記複数の画像配置枠から主画像を配置する主画像枠を選択
する主画像枠選択段階と、
　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、前記主画像枠選択段階で選択された主画像枠に対応づけて前
記主画像合成情報格納部が格納している主画像用の合成情報に基づいて、前記画像入力段
階で入力された複数の画像から主画像枠に配置する主画像を選択する主画像選択段階と、
　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
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ェアを制御することにより、前記主画像選択段階で選択された主画像の内容に基づいて、
主画像枠以外の画像配置枠である従画像枠に対応づけて前記従画像合成情報格納部が格納
している従画像用の合成情報が示す従画像の条件を、従画像枠毎に決定する従画像合成情
報決定段階と、
　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、前記従画像合成情報決定段階で従画像枠毎に決定された従画
像の条件に基づいて、前記画像入力段階で入力された複数の画像から従画像枠に配置する
従画像を選択する従画像選択段階と、
　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、前記主画像選択段階で選択された主画像を主画像枠に、前記
従画像選択段階で選択された従画像を従画像枠にそれぞれ配置してアルバムを作成するア
ルバム作成段階と、
　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、前記主画像選択段階で選択された主画像の内容と前記主画像
枠選択段階で選択された主画像枠に対応づけて前記主画像合成情報格納部が格納している
主画像の条件との一致度、および前記従画像選択段階で選択された従画像の内容と当該従
画像を配置する従画像枠に対応づけて前記従画像合成情報格納部が格納している従画像の
条件との一致度に基づいて、複数の画像配置枠のそれぞれを主画像枠としたレイアウトの
一致度を、レイアウトごとに算出するレイアウト一致度算出段階と、
を備え、
　前記アルバム作成段階では、前記レイアウト一致度算出段階でレイアウトごとに算出さ
れたレイアウトの一致度が最も高いレイアウトのアルバムを作成するアルバム作成方法。
【請求項１０】
　アルバムを作成するアルバム作成装置用のアルバム作成プログラムであって、前記アル
バム作成装置を、
　複数の画像配置枠のそれぞれに対応づけて、前記複数の画像配置枠のそれぞれに配置す
べき主画像の条件を示す主画像用の合成情報を格納する主画像合成情報格納部、
　前記複数の画像配置枠のそれぞれに対応づけて、他の画像配置枠に配置された主画像の
内容に応じて決定される、前記複数の画像配置枠のそれぞれに配置すべき従画像の条件を
示す従画像用の合成情報を格納する従画像合成情報格納部
　複数の画像を入力する画像入力部、
　前記画像入力部が入力した複数の画像を、前記複数の画像配置枠のそれぞれに対応づけ
て前記主画像合成情報格納部が格納している主画像用の合成情報が示す主画像の条件のそ
れぞれと比較する条件比較部、
　前記条件比較部の比較結果に基づいて、画像の内容と前記複数の画像配置枠に対応づけ
られた主画像の条件とが最も一致する画像を主画像として選択する主画像選択部、
　前記条件比較部の比較結果に基づいて、画像の内容と画像配置枠に対応づけられた主画
像の条件とが最も一致する画像配置枠を主画像を配置する主画像枠として選択する主画像
枠選択部、
　前記主画像選択部が選択した主画像の内容に基づいて、主画像枠以外の画像配置枠であ
る従画像枠に対応づけて前記従画像合成情報格納部が格納している従画像用の合成情報が
示す従画像の条件を、従画像枠毎に決定する従画像合成情報決定部、
　前記従画像合成情報決定部が従画像枠毎に決定した従画像の条件と最も一致する画像を
従画像枠に配置する従画像として選択する従画像選択部、
　前記主画像選択部が選択した主画像を主画像枠に、前記従画像選択部が選択した従画像
を従画像枠にそれぞれ配置してアルバムを作成するアルバム作成部
として機能させるアルバム作成プログラム。
【請求項１１】
　アルバムを作成するアルバム作成装置用のアルバム作成プログラムであって、前記アル
バム作成装置を、
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　複数の画像配置枠のそれぞれに対応づけて、前記複数の画像配置枠のそれぞれに配置す
べき主画像の条件を示す主画像用の合成情報を格納する主画像合成情報格納部、
　前記複数の画像配置枠のそれぞれに対応づけて、他の画像配置枠に配置された主画像の
内容に応じて決定される、前記複数の画像配置枠のそれぞれに配置すべき従画像の条件を
示す従画像用の合成情報を格納する従画像合成情報格納部
　複数の画像を入力する画像入力部
　前記複数の画像配置枠から主画像を配置する主画像枠を選択する主画像枠選択部、
　前記主画像枠選択部が選択した主画像枠に対応づけて前記主画像合成情報格納部が格納
している主画像用の合成情報に基づいて、前記画像入力部が入力した複数の画像から主画
像枠に配置する主画像を選択する主画像選択部、
　前記主画像選択部が選択した主画像の内容に基づいて、主画像枠以外の画像配置枠であ
る従画像枠に対応づけて前記従画像合成情報格納部が格納している従画像用の合成情報が
示す従画像の条件を、従画像枠毎に決定する従画像合成情報決定部、
　前記従画像合成情報決定部が従画像枠毎に決定した従画像の条件に基づいて、前記画像
入力部が入力した複数の画像から従画像枠に配置する従画像を選択する従画像選択部、
　前記主画像選択部が選択した主画像を主画像枠に、前記従画像選択部が選択した従画像
を従画像枠にそれぞれ配置してアルバムを作成するアルバム作成部、
　前記主画像選択部が選択した主画像の内容と前記主画像枠選択部が選択した主画像枠に
対応づけて前記主画像合成情報格納部が格納している主画像の条件との一致度、および前
記従画像選択部が選択した従画像の内容と当該従画像を配置する従画像枠に対応づけて前
記従画像合成情報格納部が格納している従画像の条件との一致度に基づいて、複数の画像
配置枠のそれぞれを主画像枠としたレイアウトの一致度を、レイアウトごとに算出するレ
イアウト一致度算出部、
として機能させ、
　前記アルバム作成部は、前記レイアウト一致度算出部がレイアウトごとに算出したレイ
アウトの一致度が最も高いレイアウトのアルバムを作成するアルバム作成プログラム。
【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、およびアルバム作成プログラムに関
する。特に、本発明は、複数の画像がレイアウトされた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、およびアルバム作成プログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　アルバムのテンプレートに含まれる画像を配置すべき画像の配置枠のそれぞれに、画像
の配置枠に配置すべき画像を指定する情報を付与して、オペレータがテンプレートの画像
の配置枠を指定すると、指定された画像の配置枠に配置すべき画像を当該情報に基づいて
選別する画像編集装置が提案されている（例えば、特許文献１参照。）。
【特許文献１】特開２００５－２１０６８９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に記載の発明においては、画像の配置枠に配置すべき画像を
指定する情報は、例えば、画像に含まれる人物の数、人物の向き、および人物の目が開い
ているか否か等の情報で選別する。したがって、特許文献１に記載の発明においては、画
像の配置枠に配置すべき画像としてユーザが作成を所望するアルバムの種類に関係のない
画像も選別される場合がある。また、画像の配置枠に配置すべき画像を選別する場合にお
いて、特許文献１に記載の発明においては、多数の画像の全てについて所定の情報に合致
しているか否かを判断するので、画像の選別に時間がかかる場合があり、アルバム作成が
迅速にできない場合がある。
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【０００４】
　そこで本発明は、上記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、およびアルバム作成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】
　上記課題を解決するために、本発明の第１の形態においては、複数の画像がレイアウト
されたアルバムを作成するアルバム作成装置であって、アルバムの種類に対応づけて、画
像を複数のグループに分類する分類方法を格納する分類方法格納部と、画像を入力する画
像入力部と、画像入力部が入力した画像を用いて作成するアルバムの種類を決定するアル
バム種類決定部と、アルバム種類決定部が決定したアルバムの種類に対応づけて分類方法
格納部が格納している分類方法に基づいて、画像入力部が入力した画像を複数のグループ
に分類する画像分類部と、画像分類部が画像を分類したグループが関連づけられた画像の
配置枠が設けられたテンプレートを格納するテンプレート格納部と、テンプレート格納部
が格納しているテンプレートに設けられた画像の配置枠に、当該画像の配置枠に関連づけ
られたグループに分類されている画像を配置してアルバムを作成するアルバム作成部とを
備える。
【０００６】
　また、分類方法格納部は、アルバムの種類の１つに対応づけて、分類の指標が異なる複
数の分類方法を格納しており、画像分類部は、アルバム種類決定部が決定したアルバムの
種類に対応づけて分類方法格納部が格納している複数の分類方法のそれぞれに基づいて、
画像入力部が入力した画像を複数のグループに分類し、テンプレート格納部は、分類の指
標が異なる複数のグループに関連づけられた画像の配置枠が設けられたテンプレートを格
納しており、アルバム作成部は、テンプレート格納部が格納しているテンプレートに設け
られた画像の配置枠に、当該画像の配置枠に関連づけられた分類の指標が異なる複数のグ
ループに分類されている画像を配置してアルバムを作成してもよい。そして、テンプレー
ト格納部は、第１の画像の配置枠に第１のグループに分類されている画像が配置された場
合に、第２の画像の配置枠に第２のグループに分類されている画像が配置されるべき旨、
及び第１の画像の配置枠に第３のグループに分類されている画像は配置された場合に、第
２の画像の配置枠に第４のグループに分類されている画像が配置されるべき旨が予め定め
られたテンプレートを格納しており、アルバム作成部は、テンプレート格納部が格納して
いるテンプレートの第１の画像の配置枠に第１の画像の配置枠に第１のグループに分類さ
れている画像が配置された場合に、第２の画像の配置枠に第２のグループに分類されてい
る画像を配置し、テンプレート格納部が格納しているテンプレートの第１の画像の配置枠
に第３のグループに分類されている画像が配置された場合に、第２の画像の配置枠に第４
のグループに分類されている画像を配置してアルバムを作成してもよい。
【０００７】
　更に、テンプレート格納部が格納しているテンプレートに設けられた画像の配置枠に、
当該画像の配置枠に関連づけられたグループに分類されている画像を配置すべき旨の指示
をユーザに通知する編集指示通知部をさらに備え、アルバム作成部は、編集指示通知部が
通知した指示に応じてユーザが選択した画像を画像の配置枠に配置してアルバムを作成し
てもよい。また、テンプレート格納部は、第１の画像の配置枠に第１のグループに分類さ
れている画像が配置された場合に、第２の画像の配置枠に第２のグループに分類されてい
る画像が配置されるべき旨、及び第１の画像の配置枠に第３のグループに分類されている
画像は配置された場合に、第２の画像の配置枠に第４のグループに分類されている画像が
配置されるべき旨が予め定められたテンプレートを格納しており、編集指示通知部は、テ
ンプレート格納部が格納しているテンプレートの第１の画像の配置枠に第１の画像の配置
枠に第１のグループに分類されている画像が配置された場合に、第２の画像の配置枠に第
２のグループに分類されている画像を配置すべき旨の指示をユーザに通知し、テンプレー
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ト格納部が格納しているテンプレートの第１の画像の配置枠に第３のグループに分類され
ている画像は配置された場合に、第２の画像の配置枠に第４のグループに分類されている
画像を配置すべき旨の指示をユーザに通知してもよい。
【０００８】
　そして、分類方法格納部は、アルバムの種類である旅行用アルバムに対応づけて、少な
くとも撮像場所を指標として画像を分類する分類方法を格納してよい。また、分類方法格
納部は、アルバムの種類である結婚式用アルバムに対応づけて、少なくとも被写体の種類
を指標として画像を分類する分類方法を格納してもよい。更に、分類方法格納部は、アル
バムの種類である成長記録用アルバムに対応づけて、少なくとも撮像時刻を指標として画
像を分類する分類方法を格納してもよい。
【０００９】
　また、本発明の第２の形態においては、複数の画像がレイアウトされたアルバムを作成
するアルバム作成方法であって、アルバムの種類に対応づけて、画像を複数のグループに
分類する分類方法を分類方法格納部に格納する分類方法格納段階と、画像を画像入力部か
ら入力する画像入力段階と、画像入力部が入力した画像を用いて作成するアルバムの種類
を決定するアルバム種類決定段階と、アルバム種類決定段階が決定したアルバムの種類に
対応づけて分類方法格納部が格納している分類方法に基づいて、画像入力部が入力した画
像を複数のグループに分類する画像分類段階と、画像分類段階が画像を分類したグループ
が関連づけられた画像の配置枠が設けられたテンプレートをテンプレート格納部に格納す
るテンプレート格納段階と、テンプレート格納部が格納しているテンプレートに設けられ
た画像の配置枠に、当該画像の配置枠に関連づけられたグループに分類されている画像を
配置してアルバムを作成するアルバム作成段階とを備える。
【００１０】
　また、本発明の第３の形態においては、複数の画像がレイアウトされたアルバムを作成
するアルバム作成装置用のアルバム作成プログラムであって、アルバム作成装置を、アル
バムの種類に対応づけて、画像を複数のグループに分類する分類方法を格納する分類方法
格納部、画像を入力する画像入力部、画像入力部が入力した画像を用いて作成するアルバ
ムの種類を決定するアルバム種類決定部、アルバム種類決定部が決定したアルバムの種類
に対応づけて分類方法格納部が格納している分類方法に基づいて、画像入力部が入力した
画像を複数のグループに分類する画像分類部、画像分類部が画像を分類したグループが関
連づけられた画像の配置枠が設けられたテンプレートを格納するテンプレート格納部、テ
ンプレート格納部が格納しているテンプレートに設けられた画像の配置枠に、当該画像の
配置枠に関連づけられたグループに分類されている画像を配置してアルバムを作成するア
ルバム作成部として機能させる。
【００１１】
　更に、本発明の第４の形態においては、アルバム作成装置であって、画像を入力する画
像入力部と、画像に含まれる被写体を特定する情報である特定被写体情報を取得する特定
被写体情報取得部と、画像入力部が入力した画像の中から、特定被写体情報取得部が取得
した特定被写体情報で特定される被写体である特定被写体が含まれる第１の特定被写体画
像を抽出する特定被写体画像抽出部と、第１の画像配置枠に第１の特定被写体画像を配置
すべき旨を示す合成情報が予め定められたテンプレートを格納しているテンプレート格納
部と、テンプレート格納部が格納しているテンプレートに予め定められた合成情報に基づ
いて、特定被写体画像抽出部が抽出した第１の特定被写体画像を第１の画像配置枠にレイ
アウトしてアルバムを作成するアルバム作成部とを備える。又、文字情報を第１の画像配
置枠に並べて配置する文字情報配置部を更に備え、テンプレート格納部は、第１の画像配
置枠に対応づけて、予め定められた文字情報を格納し、文字情報配置部は、アルバム作成
部が第１の特定被写体画像を第１の画像配置枠にレイアウトする場合に、第１の画像配置
枠に対応づけてテンプレート格納部が格納している文字情報を、特定被写体情報取得部が
取得した特定被写体情報に応じて変更して、第１の画像配置枠に並べて配置してもよい。
【００１２】
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　また、特定被写体情報取得部は、特定被写体の特徴を示す文字情報を含む特定被写体情
報を取得し、文字情報配置部は、アルバム作成部が第１の特定被写体画像を第１の画像配
置枠にレイアウトする場合に、第１の画像配置枠に対応づけてテンプレート格納部が格納
している文字情報の少なくとも一部を、特定被写体情報取得部が取得した特定被写体情報
が含む特定被写体の特徴を示す文字情報に変更して、第１の画像配置枠に並べて配置して
もよい。そして、特定被写体画像に含まれる特定被写体をトリミングしてトリミング画像
を生成するトリミング部を更に備え、特定被写体画像抽出部は、抽出した第１の特定被写
体画像の撮像時刻から予め定められた時間の範囲内に撮像され、特定被写体情報取得部が
取得した特定被写体情報で特定される被写体である特定被写体が含まれる第２の特定被写
体画像を抽出し、トリミング部は、第１の特定被写体画像及び第２の特定被写体画像のそ
れぞれをトリミングして、特定被写体画像に対するトリミング画像の占有面積比が異なる
第１のトリミング画像及び第２のトリミング画像のそれぞれを生成し、アルバム作成部は
、トリミング部が生成した第１のトリミング画像を第１の画像配置枠に、第２のトリミン
グ画像を第２の画像配置枠にそれぞれレイアウトしてアルバムを作成してもよい。
【００１３】
　また、本発明の第５の形態においては、アルバム作成方法であって、画像を入力する画
像入力段階と、画像に含まれる被写体を特定する情報である特定被写体情報を取得する特
定被写体情報取得段階と、画像入力段階が入力した画像の中から、特定被写体情報取得段
階が取得した特定被写体情報で特定される被写体である特定被写体が含まれる第１の特定
被写体画像を抽出する特定被写体画像抽出段階と、テンプレート格納部が格納している、
第１の画像配置枠に第１の特定被写体画像を配置すべき旨を示す合成情報が予め定められ
たテンプレートの当該合成情報に基づいて、特定被写体画像抽出段階が抽出した第１の特
定被写体画像を第１の画像配置枠にレイアウトしてアルバムを作成するアルバム作成段階
とを備える。
【００１４】
　また、本発明の第６の形態においては、アルバムを作成するアルバム作成装置用のアル
バム作成プログラムであって、アルバム作成装置を、画像を入力する画像入力部、画像に
含まれる被写体を特定する情報である特定被写体情報を取得する特定被写体情報取得部、
画像入力部が入力した画像の中から、特定被写体情報取得部が取得した特定被写体情報で
特定される被写体である特定被写体が含まれる第１の特定被写体画像を抽出する特定被写
体画像抽出部、第１の画像配置枠に第１の特定被写体画像を配置すべき旨を示す合成情報
が予め定められたテンプレートを格納しているテンプレート格納部、テンプレート格納部
が格納しているテンプレートに予め定められた合成情報に基づいて、特定被写体画像抽出
部が抽出した第１の特定被写体画像を第１の画像配置枠にレイアウトしてアルバムを作成
するアルバム作成部として機能させる。
【００１５】
　更に、本発明の第７の形態においては、アルバム作成装置であって、複数の画像配置枠
のそれぞれに対応づけて、当該画像配置枠に配置すべき主画像の条件を示す主画像用の合
成情報を格納する主画像合成情報格納部と、複数の画像配置枠のそれぞれに対応づけて、
他の画像配置枠に配置された主画像の内容に応じて決定される、当該画像配置枠に配置す
べき従画像の条件を示す従画像用の合成情報を格納する従画像合成情報格納部とを備える
。また、複数の画像を入力する画像入力部と、複数の画像配置枠から主画像を配置する主
画像枠を選択する主画像枠選択部と、主画像枠選択部が選択した主画像枠に対応づけて主
画像合成情報格納部が格納している主画像用の合成情報に基づいて、画像入力部が入力し
た複数の画像から主画像枠に配置する主画像を選択する主画像選択部と、主画像選択部が
選択した主画像の内容に基づいて、主画像枠以外の画像配置枠である従画像枠に対応づけ
て従画像合成情報格納部が格納している従画像用の合成情報が示す従画像の条件を、従画
像枠毎に決定する従画像合成情報決定部と、従画像合成情報決定部が従画像枠毎に決定し
た従画像の条件に基づいて、画像入力部が入力した複数の画像から従画像枠に配置する従
画像を選択する従画像選択部と、主画像選択部が選択した主画像を主画像枠に、従画像選
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択部が選択した従画像を従画像枠にそれぞれ配置してアルバムを作成するアルバム作成部
とを更に備えてもよい。
【００１６】
　また、画像入力部が入力した複数の画像を、複数の画像配置枠のそれぞれに対応づけて
主画像合成情報格納部が格納している主画像用の合成情報が示す主画像の条件のそれぞれ
と比較する条件比較部を更に備え、主画像選択部は、条件比較部の比較結果に基づいて、
画像の内容と複数の画像配置枠に対応づけられた主画像の条件とが最も一致する画像を主
画像として選択し、主画像枠選択部は、条件比較部の比較結果に基づいて、画像の内容と
画像配置枠に対応づけられた主画像の条件とが最も一致する画像配置枠を主画像を配置す
る主画像枠として選択し、従画像合成情報決定部は、主画像選択部が選択した主画像の内
容に基づいて、主画像枠以外の画像配置枠である従画像枠に対応づけて従画像合成情報格
納部が格納している従画像用の合成情報が示す従画像の条件を、従画像枠毎に決定し、従
画像選択部は、従画像合成情報決定部が従画像枠毎に決定した従画像の条件と最も一致す
る画像を従画像枠に配置する従画像として選択してもよい。
【００１７】
　更に、主画像合成情報格納部が格納している主画像用の合成情報が示す主画像の条件に
それぞれ対応づけて、主画像の条件の重みを格納している主画像合成情報重み格納部を更
に備え、主画像選択部は、条件比較部の比較結果に基づいて、画像の内容と主画像の条件
とが一致する主画像の条件に対応づけて主画像合成情報重み格納部が格納している重みが
最も大きい主画像の条件と一致する画像を主画像として選択し、主画像枠選択部は、主画
像選択部が選択した主画像が配置される画像配置枠を主画像枠として選択してもよく、従
画像合成情報格納部が格納している従画像用の合成情報が示す従画像の条件にそれぞれ対
応づけて、従画像の条件の重みを格納している従画像合成情報重み格納部を更に備え、従
画像選択部は、従画像合成情報決定部が従画像枠ごとに決定した従画像の条件に対応づけ
て従画像合成情報重み格納部が格納している重みが最も大きい従画像の条件と一致する画
像を、主画像枠選択部が選択した主画像枠を除く従画像枠に配置する従画像として選択し
てもよい。
【００１８】
　そして、主画像合成情報格納部が格納している主画像用の合成情報が示す主画像の条件
にそれぞれ対応づけて、主画像の条件の重みを格納している主画像合成情報重み格納部を
更に備え、主画像選択部は、画像入力部が入力した複数の画像の内容と画像配置枠の主画
像の条件とが一致する主画像の条件にそれぞれ対応づけて、主画像合成情報重み格納部が
格納している主画像の条件の重みの合計値を算出して、算出した重みの合計値が最も大き
い画像を主画像として選択し、主画像枠選択部は、主画像選択部が選択した主画像が配置
される画像配置枠を主画像枠として選択してもよい。また、従画像合成情報格納部が格納
している従画像用の合成情報が示す従画像の条件にそれぞれ対応づけて、従画像の条件の
重みを格納している従画像合成情報重み格納部を更に備え、従画像選択部は、画像入力部
が入力した複数の画像の内容と画像配置枠の従画像の条件とが一致する従画像の条件にそ
れぞれ対応づけて、従画像合成情報重み格納部が格納している従画像の条件の重みの合計
値を算出して、算出した重みの合計値が最も大きい画像を、主画像枠が選択した主画像枠
を除く従画像枠に配置する従画像として選択してもよい。
【００１９】
　更に、主画像選択部が選択した主画像の内容と主画像枠選択部が選択した主画像枠に対
応づけて主画像合成情報格納部が格納している主画像の条件との一致度、および従画像選
択部が選択した従画像の内容と当該従画像を配置する従画像枠に対応づけて従画像合成情
報格納部が格納している従画像の条件との一致度に基づいて、複数の画像配置枠のそれぞ
れを主画像枠としたレイアウトの一致度を、レイアウトごとに算出するレイアウト一致度
算出部を更に備え、アルバム作成部は、レイアウト一致度算出部がレイアウトごとに算出
したレイアウトの一致度が最も高いレイアウトのアルバムを作成してもよい。また、主画
像合成情報格納部が格納している主画像の条件にそれぞれ対応づけて、主画像の条件の重
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みを格納している主画像合成情報重み格納部と、従画像合成情報格納部が格納している従
画像の条件にそれぞれ対応づけて、従画像の条件の重みを格納している従画像合成情報重
み格納部とを更に備え、レイアウト一致度算出部は、主画像選択部が選択した主画像の内
容と主画像枠の主画像の条件とが一致する主画像の条件に対応づけて、主画像合成情報重
み格納部が格納している主画像の条件の重み、および従画像選択部が選択した従画像の内
容と従画像枠の従画像の条件とが一致する従画像の条件に対応づけて、従画像合成情報重
み格納部が格納している従画像の条件の重みを合計して、複数の画像配置枠のそれぞれを
主画像枠としたレイアウトの重みを、レイアウトごとに算出し、アルバム作成部は、レイ
アウト一致度算出部が算出したレイアウトの重みが最も大きいレイアウトのアルバムを作
成してもよい。
【００２０】
　また、本発明の第８の形態においては、アルバム作成方法であって、複数の画像配置枠
のそれぞれに対応づけて、当該画像配置枠に配置すべき主画像の条件を示す主画像用の合
成情報を主画像合成情報格納部に格納する主画像合成情報格納段階と、複数の画像配置枠
のそれぞれに対応づけて、他の画像配置枠に配置された主画像の内容に応じて決定される
、当該画像配置枠に配置すべき従画像の条件を示す従画像用の合成情報を従画像合成情報
格納部に格納する従画像合成情報格納段階と備える。また、複数の画像を入力する画像入
力段階と、複数の画像配置枠から主画像を配置する主画像枠を選択する主画像枠選択段階
と、主画像枠選択段階が選択した主画像枠に対応づけて主画像合成情報格納部が格納して
いる主画像用の合成情報に基づいて、画像入力段階が入力した複数の画像から主画像枠に
配置する主画像を選択する主画像選択段階と、主画像選択段階が選択した主画像の内容に
基づいて、主画像枠以外の画像配置枠である従画像枠に対応づけて従画像合成情報格納部
が格納している従画像用の合成情報が示す従画像の条件を、従画像枠毎に決定する従画像
合成情報決定段階と、従画像合成情報決定段階が従画像枠毎に決定した従画像の条件に基
づいて、画像入力段階が入力した複数の画像から従画像枠に配置する従画像を選択する従
画像選択段階と、主画像選択段階が選択した主画像を主画像枠に、従画像選択段階が選択
した従画像を従画像枠にそれぞれ配置してアルバムを作成するアルバム作成段階とを更に
備えてもよい。
【００２１】
　また、本発明の第９の形態においては、アルバムを作成するアルバム作成装置用のアル
バム作成プログラムであって、アルバム作成装置を、複数の画像配置枠のそれぞれに対応
づけて、当該画像配置枠に配置すべき主画像の条件を示す主画像用の合成情報を格納する
主画像合成情報格納部、複数の画像配置枠のそれぞれに対応づけて、他の画像配置枠に配
置された主画像の内容に応じて決定される、当該画像配置枠に配置すべき従画像の条件を
示す従画像用の合成情報を格納する従画像合成情報格納部として機能させる。また、アル
バム作成装置を、複数の画像を入力する画像入力部、複数の画像配置枠から主画像を配置
する主画像枠を選択する主画像枠選択部、主画像枠選択部が選択した主画像枠に対応づけ
て主画像合成情報格納部が格納している主画像用の合成情報に基づいて、画像入力部が入
力した複数の画像から主画像枠に配置する主画像を選択する主画像選択部、主画像選択部
が選択した主画像の内容に基づいて、主画像枠以外の画像配置枠である従画像枠に対応づ
けて従画像合成情報格納部が格納している従画像用の合成情報が示す従画像の条件を、従
画像枠毎に決定する従画像合成情報決定部、従画像合成情報決定部が従画像枠毎に決定し
た従画像の条件に基づいて、画像入力部が入力した複数の画像から従画像枠に配置する従
画像を選択する従画像選択部、主画像選択部が選択した主画像を主画像枠に、従画像選択
部が選択した従画像を従画像枠にそれぞれ配置してアルバムを作成するアルバム作成部と
して更に機能させてもよい。
【００２２】
　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】
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【００２３】
　本発明によれば、アルバム作成装置が、アルバムの種類に対応づけて複数の画像を複数
のグループに分類する。そして、アルバムのテンプレートに設けられた画像の配置枠に配
置すべき画像として、画像の配置枠に対応付けられたグループから画像の配置枠に配置す
るのに適切な画像が自動的に選別されるので、ユーザは容易かつ迅速にアルバムの種類に
適切な画像を画像の配置枠に配置できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２４】
　以下、発明の実施の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
囲にかか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。
【００２５】
　図１は、本発明の一実施形態に係るアルバム作成装置１０の機能構成の一例を示す。ア
ルバム作成装置１０は、画像入力部１００、ユーザ指示受付部１０２、画像選択部１０４
、テンプレート選択部１０６、アルバム種類決定部１１０、分類方法格納部１２０、画像
分類部１３０、分類画像格納部１３５、テンプレート格納部１４０、アルバム作成部１５
０、アルバム出力部１５５、テンプレート表示制御部１６０、テンプレート候補表示制御
部１６２、画像表示制御部１６４、使用予約受付部１７０、編集指示通知部１８０、およ
び表示部１９０を備える。また、表示部１９０は、レイアウト表示部１９２、テンプレー
ト表示部１９４、および画像表示部１９６を有する。本実施形態に係るアルバム作成装置
１０は、アルバムの種類に基づいて、複数の画像を複数のグループに分類する。そして、
アルバムのテンプレートに設けられた画像の配置枠に、画像の配置枠に関連付けられたグ
ループに分類されている画像からアルバム作成に適切な画像を選別することにより、ユー
ザが作成を所望するアルバムの種類に適した画像を、容易かつ迅速にアルバムのページに
配置することを目的とする。
【００２６】
　画像入力部１００は、アルバム作成装置１０の外部から画像を入力する。画像入力部１
００は、メモリおよびインターネット等のネットワークを介して画像を入力する。なお、
複数の画像にはそれぞれ、画像撮像時における撮像場所、撮像日時、および合焦距離等の
画像情報が付加されていてよい。また、画像入力部１００に入力される画像は、撮像され
た画像の元画像および元画像に対して所定の画像処理を施した画像であってよい。画像入
力部１００は、入力した画像をアルバム種類決定部１１０および画像分類部１３０に供給
する。ユーザ指示受付部１０２は、ユーザから所定の指示を受け付ける。例えば、ユーザ
がアルバムの種類を選択した場合には、ユーザ指示受付部１０２はユーザが選択したアル
バムの種類を識別する情報をアルバム種類決定部１１０に供給する。また、ユーザが所望
のアルバムのテンプレートを選択した場合には、ユーザ指示受付部１０２はユーザが選択
したテンプレートを識別する情報をテンプレート選択部１０６に供給する。更に、例えば
、ユーザがアルバムのテンプレートに設けられた画像の配置枠に配置する画像を選択した
場合には、ユーザが選択した画像を識別する情報を画像選択部１０４に供給する。
【００２７】
　画像選択部１０４は、ユーザ指示受付部１０２から受け取った、ユーザがアルバムのテ
ンプレートに設けられた画像の配置枠に配置する画像を選択した旨の情報をアルバム作成
部１５０に供給する。また、画像選択部１０４は、ユーザが現在レイアウトしているアル
バムのページを除く、他のページに配置を所望する画像を選択した場合には、当該画像を
識別する情報を使用予約受付部１７０に供給する。また、テンプレート選択部１０６は、
ユーザが指定したテンプレートを識別する情報をテンプレート候補表示制御部１６２に供
給する。
【００２８】
　アルバム種類決定部１１０は、画像入力部１００が入力した画像を用いて作成するアル
バムの種類を決定する。具体的には、アルバム種類決定部１１０は、画像入力部１００か
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ら受け取った複数の画像を解析して、アルバムの種類を決定する。例えば、アルバム種類
決定部１１０は、複数の画像の明度、彩度、および空間周波数分布等を解析して、アルバ
ムのテイスト（アーバンおよびトラディショナル等）を決定する。また、アルバム種類決
定部１１０は、複数の画像の明度、彩度、および空間周波数分布等、並びに複数の画像の
それぞれに付加されている撮像場所および撮像日時等に関する画像情報、並びに画像に含
まれている被写体の種類および被写体の数等からアルバムの種類を決定してもよい。
【００２９】
　例えば、アルバム種類決定部１１０は、撮像日時、撮像地域、撮像地域の分布、および
撮像されている画像に含まれる被写体の種類等に基づいて、アルバムの種類を旅行用アル
バムと決定してよい。また、アルバム種類決定部１１０は、撮像日時、撮像場所、画像に
含まれる被写体の種類、および被写体の数に基づいて、アルバムの種類を結婚式用アルバ
ムと決定してよい。更に、アルバム種類決定部１１０は、撮像日、撮像時刻、撮像された
画像に含まれる人物、撮像された画像に含まれる人物の出現頻度、および撮像場所等に基
づいて、アルバムの種類を成長記録用アルバムと決定してもよい。なお、アルバム種類決
定部１１０は、ユーザ指示受付部１０２から受け取った情報に基づいてアルバムの種類を
決定してもよい。例えば、ユーザがユーザ指示受付部１０２を介して所望のアルバムの種
類（テイスト、アルバムのテーマ、およびデザイナ等）を指定した場合には、アルバム種
類決定部１１０は、ユーザが指定したアルバムの種類を作成するアルバムの種類として決
定する。アルバム種類決定部１１０は、決定したアルバムの種類を分類方法格納部１２０
に供給する。
【００３０】
　分類方法格納部１２０は、アルバムの種類に対応づけて、画像を複数のグループに分類
する分類方法を格納する。例えば、分類方法格納部１２０は、旅行用アルバムに対応づけ
て、少なくとも撮像場所を指標として画像を分類する分類方法を格納する。また、分類方
法格納部１２０は、結婚式用アルバムに対応づけて、少なくとも被写体の種類を指標とし
て画像を分類する分類方法を格納する。更に、分類方法格納部１２０は、成長記録用アル
バムに対応づけて、少なくとも撮像時刻を指標として画像を分類する分類方法を格納する
。なお、分類方法格納部１２０は、アルバムの種類の１つに対応づけて、分類の指標が異
なる複数の分類方法を格納してもよい。例えば、分類方法格納部１２０は、旅行用アルバ
ムに対応づけて、撮像場所、撮像日時、および画像に含まれる人物を指標として画像を分
類する分類方法を格納してよい。また、分類方法格納部１２０は、画像が撮像されたとき
の光源を指標として画像を分類する分類方法を格納してもよい。更に、分類方法格納部１
２０は、画像に含まれる人物の服の色および形を指標として画像を分類する分類方法を格
納してもよい。そして、分類方法格納部１２０は、画像に含まれるテクスチャを指標とし
て画像を分類する分類方法を格納してもよい。なお、テクスチャは、特徴構造を示す情報
であってよい。具体的には、テクスチャは、画像に含まれる被写体および背景の構造線を
示す情報であってよい。例えば、画像にビル街が含まれている場合には、ビルのテクスチ
ャを用いて、分類方法格納部１２０は画像を分類してよい。また、分類方法格納部１２０
は、画像に含まれる水平線または地平線が示すテクスチャ、画像に含まれるカーテン等の
テクスチャ、および画像に含まれる歩道、鉄塔等のテクスチャごとに画像を分類してもよ
い。分類方法格納部１２０は、アルバム種類決定部１１０から受け取ったアルバムの種類
に対応する分類方法およびアルバム種類を、画像分類部１３０に供給する。
【００３１】
　画像分類部１３０は、アルバム種類決定部１１０が決定したアルバムの種類に対応づけ
て分類方法格納部１２０が格納している分類方法に基づいて、画像入力部１００が入力し
た画像を複数のグループに分類する。具体的には、画像分類部１３０は、撮像日時、撮像
場所、および合焦距離等の画像情報、並びに画像内に含まれる被写体の種類、ユーザに指
定された人物が含まれる画像、ユーザに指定された人物が含まれない画像、画像に含まれ
る人物の数、画像に含まれる人物の出現頻度、画像に含まれる複数の人物間の親密度、画
像の解像度、および画像の向き（縦向きおよび横向）等の指標に基づいて、複数の画像を
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複数のグループに分類する。 例えば、アルバムの種類が旅行用アルバムである場合には
、画像分類部１３０は分類方法格納部１２０から受け取った指標に基づいて複数の画像を
分類する。より具体的には、画像分類部１３０は、撮像場所を指標として分類方法格納部
１２０から受け取り、画像入力部１００から受け取った複数の画像に付加されている撮像
場所の情報を解析して、複数の画像を撮像場所ごとの複数のグループに分類する。
【００３２】
　また、画像分類部１３０は、アルバム種類決定部１１０が決定したアルバムの種類に対
応づけて分類方法格納部１２０が格納している複数の分類方法のそれぞれに基づいて、画
像入力部１００が入力した画像を複数のグループに分類してもよい。例えば、アルバムの
種類が旅行用アルバムである場合には、撮像場所、または撮像日時、若しくは画像に含ま
れる人物に基づいて、画像分類部１３０は複数の画像を分類してよい。具体的には、画像
分類部１３０は、複数の画像を撮像場所ごとのグループに分類する。また、画像分類部１
３０は、撮像日時ごとのグループに分類する。更に、画像分類部１３０は、画像に含まれ
る人物ごとに画像を分類する。また、例えば、アルバムの種類が成長記録用アルバムであ
る場合には、画像に含まれる人物、又は撮像日時、若しくは撮像場所、又は撮像されてい
る人物の人数等に基づいて、画像分類部１３０は複数の画像をグループに分類してよい。
具体的には、画像分類部１３０は、複数の画像を撮像日時ごとのグループに分類する。ま
た、画像分類部１３０は、撮像場所ごとのグループに分類する。更に、画像分類部１３０
は、撮像されている人物の人数ごとに画像を分類する。画像分類部１３０は、分類した画
像を分類画像格納部１３５に供給する。また、画像分類部１３０は、アルバム種類をテン
プレート格納部１４０に供給する。
【００３３】
　分類画像格納部１３５は、画像分類部１３０が分類したグループを一意に識別できるグ
ループ識別子に対応づけて画像を格納する。例えば、アルバムの種類が旅行用アルバムで
ある場合には、撮像場所ごとに分類されたグループ、撮像日時毎に分類されたグループ、
および画像に含まれる人物ごとに分類されたグループ等の各分類の各グループを、一意に
識別できるグループ識別子に対応づけてそれぞれ格納する。分類画像格納部１３５は、ア
ルバム作成部１５０からの命令に基づいて、グループに分類されている画像をアルバム作
成部１５０に供給する。更に、分類画像格納部１３５は、グループごとの画像を画像表示
制御部１６４に供給する。
【００３４】
　テンプレート格納部１４０は、画像分類部１３０が画像を分類した複数のグループに含
まれる少なくとも１つのグループが関連付けられた画像の配置枠が設けられたテンプレー
トを格納する。テンプレート格納部１４０は、分類の指標が異なる複数のグループに関連
付けられた画像の配置枠が設けられたテンプレートを格納してもよい。また、テンプレー
ト格納部１４０は、アルバムにおける所定の画像配置領域単位の複数のテンプレートを格
納してもよい。なお、画像配置領域単位は、アルバムの見開きページ単位およびアルバム
のページ単位等の単位であってよい。
【００３５】
　更に、テンプレート格納部１４０は、アルバムにおいて主要な画像となる主画像が配置
されるべき主画像枠と、アルバムにおいて主画像に従属する画像となる従画像が配置され
るべき従画像枠とが設けられたテンプレートを格納してもよい。なお、本実施形態でいう
主画像とは、ユーザに対してページにおいて最も強く印象づけることが意図されている画
像をいう。例えば主画像とは、ページに配置された複数の画像のうち、最も強調された画
像であってよい。具体的には、主画像とは、他の画像に比べてサイズが大きい画像、他の
画像に比べて前面に配置される画像、最も中央寄りに配置される画像であってよい。他に
も主画像とは、周囲を枠で強調された画像であったり、被写体にエフェクト等の視覚効果
が施された画像であってもよい。また、本実施形態でいう従画像とは、主画像よりも小さ
く、中央より外に配置される画像であってよい。
【００３６】
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　また、テンプレート格納部１４０は、第１の画像の配置枠に第１のグループに分類され
ている画像が配置された場合に、第２の画像の配置枠に第２のグループに分類されている
画像が配置されるべき旨、および第１の画像の配置枠に第３のグループに分類されている
画像が配置された場合に、第２の画像の配置枠に第４のグループに分類されている画像が
配置されるべき旨が予め定められたテンプレートを格納してもよい。具体的には、所定の
種類のアルバムにおける所定のページのテンプレートに、画像の配置枠が複数設けられて
いる場合を考える。係る場合においては、テンプレートに含まれる一の画像の配置枠には
、配置されるべき画像のグループが対応づけられている。そして、当該画像の配置枠を除
く、他の少なくとも一つの画像の配置枠に対しては、当該画像の配置枠に対応付けられた
グループと所定の関連を有する画像のグループが対応づけられていてよい。
【００３７】
　例えば、テンプレートに４つの画像の配置枠が設けられており、一の画像の配置枠が当
該画像の配置枠を除く他の３つの画像の配置枠よりもサイズが大きい場合を考える。係る
場合においては、例えば、サイズが最大の画像の配置枠にアルバムの主人公となる人物が
含まれている画像のグループを対応づけて、当該画像の配置枠を除く他の３つの画像の配
置枠には、主人公と関連が深い人物（例えば、恋人、家族、および友人等）が含まれる画
像のグループをそれぞれ対応づけてよい。また、例えば、サイズが最大の画像の配置枠に
アルバムの主人公となる人物が含まれており、かつ、複数の人物が含まれる画像のグルー
プを対応づけて、当該画像の配置枠を除く他の３つの画像の配置枠には、例えば、主人公
が含まれていない画像のグループをそれぞれ対応づけてよい。
【００３８】
　なお、画像の配置枠間の関連付けは上記説明に限られない。例えば、テンプレートに複
数の画像の配置枠が設けられている場合に、所定の一の画像の配置枠に配置すべき画像の
グループとして、画像の解像度がより高い画像のグループが対応づけられており、当該画
像の配置枠を除く他の画像の配置枠に配置すべき画像のグループは、より低解像度の画像
のグループを対応づけてよい。また、例えば、テンプレートに複数設けられている画像の
配置枠のうち、一の画像の配置枠に配置すべき画像のグループとして、主画像の向きに基
づいて画像のグループが対応づけられている場合には、当該画像の配置枠を除く他の画像
の配置枠には、主画像の向きに対応して所定の方向を向いている従画像のグループを対応
づけてもよい。また、例えば、テンプレートに設けられている複数の画像の配置枠のうち
、一の画像の配置枠に配置すべき画像のグループとして、所定の人物が一人で撮像されて
いる画像のグループが対応づけられている場合に、当該画像のグループが対応づけられて
いる画像の配置枠を除く他の複数の画像の配置枠には、当該人物が撮像されていない画像
のグループを対応づけてもよい。更には、テンプレートに設けられた画像の配置枠は、撮
像日時、撮像場所、画像に含まれる被写体の種類、画像に含まれる被写体の数、画像の消
失点、画像に含まれる被写体の動き、および画像に含まれる人物間の親密度等に基づいて
、各画像の配置枠間を関連付けてもよい。
【００３９】
　テンプレート格納部１４０は、アルバムのページごとのテンプレートをアルバム作成部
１５０に供給する。また、テンプレート格納部１４０は、アルバムのテンプレートをテン
プレート表示制御部１６０に供給する。また、テンプレート格納部１４０は、ユーザが指
定したテンプレートを指定する旨の情報を、テンプレート候補表示制御部１６２を介して
受け取った場合には、当該情報に対応するテンプレートをアルバム作成部１５０に供給す
る。更には、テンプレート格納部１４０は、ユーザによりアルバムに用いられるテンプレ
ートが指定された場合には、テンプレート格納部１４０が格納しているテンプレートに設
けられた画像の配置枠に、当該画像の配置枠に対応付けられたグループに分類されている
画像を配置すべき旨の指示を編集指示通知部１８０に供給する。
【００４０】
　編集指示通知部１８０は、テンプレート格納部１４０が格納しているテンプレートに設
けられた画像の配置枠に、画像の配置枠に関連付けられたグループに分類されている画像
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を配置すべき旨の指示をユーザに通知する。具体的には、所定のアルバムの種類に含まれ
るページのテンプレートが選択された場合に、テンプレート格納部１４０は、当該テンプ
レートに設けられた少なくとも一つの画像の配置枠に、当該画像の配置枠に対応付けられ
たグループに分類された画像を配置するべき旨の指示を、編集指示通知部１８０に供給す
る。また、編集指示通知部１８０は、テンプレート格納部１４０が格納しているテンプレ
ートの第１の画像の配置枠に第１の画像の配置枠に第１のグループに分類されている画像
が配置された場合に、第２の画像の配置枠に第２のグループに分類されている画像を配置
すべき旨の指示をユーザに通知してもよく、更に、テンプレート格納部１４０が格納して
いるテンプレートの第１の画像の配置枠に第３のグループに分類されている画像は配置さ
れた場合に、第２の画像の配置枠に第４のグループに分類されている画像を配置すべき旨
の指示をユーザに通知してもよい。指示を受け取った編集指示通知部１８０は、当該指示
に関する情報を表示部１９０に供給する。
【００４１】
　表示部１９０は、画像、アルバムテンプレート、およびアルバムのレイアウトを表示す
る。より具体的には、表示部１９０は、レイアウト表示部１９２、テンプレート表示部１
９４、および画像表示部１９６を有する。そして、レイアウト表示部１９２は、アルバム
のレイアウトを表示する。また、テンプレート表示部１９４は、アルバムのテンプレート
を表示する。テンプレート表示部１９４は、複数のアルバムのテンプレートを表示する。
更に、画像表示部１９６は、テンプレートに設けられた画像の配置枠に配置すべき画像の
候補を表示する。また、表示部１９０は、編集指示通知部１８０から、テンプレートに設
けられた少なくとも一つの画像の配置枠に、当該画像の配置枠に対応付けられたグループ
に分類された画像を配置するべき旨の情報を受け取った場合には、当該情報を表示する。
【００４２】
　アルバム作成部１５０は、テンプレート格納部１４０が格納しているテンプレートに設
けられた画像の配置枠に、画像の配置枠に関連付けられたグループに含まれる画像を配置
してアルバムを作成する。アルバム作成部１５０は、テンプレート格納部１４０が格納し
ているテンプレートに設けられた画像の配置枠に、画像の配置枠に関連付けられた分類の
指標が異なる複数のグループに分類されている画像を配置してアルバムを作成してもよい
。また、アルバム作成部１５０は、テンプレート格納部１４０が格納しているテンプレー
トの第１の画像の配置枠に第１のグループに分類されている画像が配置された場合に、第
２の画像の配置枠に第２のグループに分類されている画像を配置して、テンプレート格納
部１４０が格納しているテンプレートの第１の画像の配置枠に第３のグループに分類され
ている画像が配置された場合に、第２の画像の配置枠に第４のグループに分類されている
画像を配置してアルバムを作成してもよい。
【００４３】
　また、アルバム作成部１５０は、編集指示通知部１８０が通知した指示に応じてユーザ
が選択した画像を、画像の配置枠に配置してアルバムを作成してもよい。より具体的には
、ユーザが、ユーザ指示受付部１０２を介して画像選択部１０４に供給した命令に基づい
て、アルバム作成部１５０は、当該命令に対応する画像を分類画像格納部１３５から抽出
して、抽出した画像をテンプレートに設けられた所定の画像の配置枠に配置してアルバム
を作成してもよい。アルバム作成部１５０は、作成したアルバムをアルバム出力部１５５
に供給する。
【００４４】
　アルバム出力部１５５は、アルバム作成部１５０から受け取ったアルバムを出力する。
例えば、アルバム出力部１５５は、画像の配置枠に画像を配置したアルバムの見開きペー
ジを、紙媒体に印刷してアルバムを出力する。また、アルバム出力部１５５は、ＤＶＤ等
の記録媒体にアルバムを記録して出力してもよい。更に、アルバム出力部１５５は、ＬＡ
Ｎ、ＷＡＮ、およびインターネット等のネットワークを介して、例えば、ユーザのＰＣ等
の端末にアルバムを送信してもよい。
【００４５】
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　テンプレート表示制御部１６０は、テンプレート格納部１４０が格納しているテンプレ
ートを表示部１９０に表示させる。テンプレート表示制御部１６０は、アルバムにおける
所定の画像配置領域ごとに、テンプレート格納部１４０が格納している複数のテンプレー
トからユーザが選択したテンプレートを表示させる。具体的には、テンプレート表示制御
部１６０は、テンプレート格納部１４０から受け取ったテンプレートを、表示部１９０が
有するレイアウト表示部１９２に表示させる。
【００４６】
　テンプレート候補表示制御部１６２は、テンプレート格納部１４０が格納している複数
のテンプレートを並べて表示部１９０に表示させる。具体的には、テンプレート候補表示
制御部１６２は、テンプレート表示部１９４に複数のテンプレートを並べて表示する。そ
して、テンプレート表示制御部１６０は、テンプレート候補表示制御部１６２が表示させ
た複数のテンプレートからユーザが選択したテンプレートを表示させてもよい。例えば、
テンプレート候補表示制御部１６２がテンプレート表示部１９４に表示した複数のテンプ
レートから、ユーザが所望のテンプレートを選択する。ユーザが選択したテンプレートを
識別する情報は、ユーザ指示受付部１０２およびテンプレート選択部１０６を介してテン
プレート候補表示制御部１６２に供給される。そして、テンプレート候補表示制御部１６
２は、当該情報に対応するテンプレートをテンプレート表示制御部１６０に供給する。続
いて、テンプレート表示制御部１６０は、受け取ったテンプレートをレイアウト表示部１
９２に表示させる。また、テンプレート表示制御部１６０は、ユーザが選択したテンプレ
ートを識別する情報を、テンプレート格納部１４０に供給する。
【００４７】
　また、テンプレート候補表示制御部１６２は、テンプレート表示制御部１６０がユーザ
によって選択されたテンプレートを表示する表示画面を切り換えて、テンプレート格納部
１４０が格納している複数のテンプレートを並べて表示させてもよい。更に、テンプレー
ト候補表示制御部１６２は、テンプレート表示制御部１６０が表示させているテンプレー
トのページの前ページのテンプレートの候補、およびテンプレート表示制御部１６０が表
示させているテンプレートのページの後のページのテンプレートの候補を並べて表示させ
てもよい。これにより、ページ毎のテンプレートを参照して、テンプレートのデザイン上
の観点から、ページが変わる毎に変化に富んだテンプレート、意外性のあるテンプレート
等を容易に選択できるので、アルバム鑑賞者に飽きさせないアルバムの作成に資すること
ができる。また、ページごとのテンプレートを参照して、テンプレートのデザイン上の観
点から、ページごとに類似したテンプレートを選択することもできるので、落ち着いた雰
囲気を醸し出すアルバムの作成に資することもできる。
【００４８】
　画像表示制御部１６４は、テンプレート表示制御部１６０が表示させたテンプレートに
設けられた画像の配置枠に関連付けられたグループに分類されている画像を、他のグルー
プに分類されている画像よりも強調して表示させる。また、画像表示制御部１６４は、テ
ンプレート表示制御部１６０が表示させたテンプレートに設けられた主画像の配置枠に関
連付けられたグループに分類されている画像を、他のグループに分類されている画像より
も強調して表示させる。例えば、画像表示制御部１６４は、画像の配置枠に関連付けられ
た画像を、画像の配置枠に関連付けられていない画像よりもサイズを大きくして表示する
。また、画像表示制御部１６４は、画像の配置枠に関連付けられた画像を、画像の配置枠
に関連付けられていない画像よりも、画像表示部１９６においてユーザに目立つ位置、例
えば、画像の配置枠に関連付けられていない画像よりも表示部１９０のより上方に配置し
て表示してもよい。更には、画像表示制御部１６４は、画像の配置枠に関連付けられてい
る画像を点滅させて表示する等のエフェクトをかけて表示してもよい。なお、画像表示制
御部１６４は、画像の配置枠が主画像の配置枠である場合にも上記説明と同様に、主画像
の配置枠に関連付けられている画像を従画像の配置枠に関連付けられている画像よりも強
調して表示する。
【００４９】
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　また、画像表示制御部１６４は、テンプレート表示制御部１６０が表示させたテンプレ
ートに設けられた画像の配置枠がユーザに選択された場合に、選択された画像の配置枠に
関連付けられたグループに分類されている画像を、他のグループに分類されている画像よ
りも強調して表示させてもよい。具体的には、ユーザは、テンプレート表示制御部１６０
が表示させたテンプレートに設けられた複数の画像の配置枠から、画像の配置を所望する
画像の配置枠を選択する。ユーザが選択した配置枠を識別する情報は、ユーザ指示受付部
１０２を介して画像表示制御部１６４に供給される。そして、当該情報を受け取った画像
表示制御部１６４は、当該情報に対応する画像の配置枠に関連付けられたグループに分類
されている画像を、他のグループに分類されている画像より強調させて表示させる。更に
、画像表示制御部１６４は、テンプレートに含まれる画像の配置枠に画像が配置された場
合には、当該画像を当該画像の配置枠に配置した状態のテンプレートをレイアウト表示部
１９２に表示させてもよい。
【００５０】
　使用予約受付部１７０は、画像表示制御部１６４が表示させている画像の使用予約を受
け付ける。具体的には、ユーザが現在レイアウトしているアルバムのページを除く、他の
アルバムのページに配置を所望する画像が画像表示制御部１６４が表示させていた場合に
、ユーザが当該画像を選択すると、ユーザ指示受付部１０２を介して当該画像の使用予約
を受け付けた旨の情報が画像選択部１０４に供給される。そして、当該情報を受け取った
画像選択部１０４は、当該情報を使用予約受付部１７０に供給する。使用予約受付部１７
０は、使用予約を受け付けたことを示す情報を画像表示制御部１６４に供給する。画像表
示制御部１６４は、使用予約受付部１７０が使用予約を受け付けたことを示す情報を画像
と共に画像表示部１９６に表示させる。例えば、画像表示制御部１６４は、画像の使用予
約を受け付けた場合には、当該画像に使用予約フラグを対応づけて、画像表示部１９６に
おいても使用予約された旨を示すマークを当該画像に付加して表示してよい。なお、画像
表示制御部１６４は、一度アルバムのテンプレートの画像の配置枠に配置すべき画像とし
て選択された画像に対しては、使用済みフラグを対応づけてよい。使用済みフラグを対応
付けられた画像は、画像表示制御部１６４により画像表示部１９６に表示される場合に、
使用済みを意味するマークが付加されて表示される。
【００５１】
　本実施形態に係るアルバム作成装置１０によれば、アルバムの種類に対応づけて複数の
画像を複数のグループに分類する。そして、アルバムのテンプレートに設けられた画像の
配置枠に配置すべき画像として、画像の配置枠に対応付けられたグループから画像の配置
枠に配置するのに適切な画像が自動的に選択され、強調表示されるので、ユーザがアルバ
ムの種類に無関係な画像を選択することを防止できる。更に、全ての画像からアルバムに
配置すべき画像を選択するのではなく、予め分類されたグループに含まれる画像の中から
画像の配置枠に適した画像を選択するので、アルバム作成をする場合に、容易かつ迅速に
アルバムの種類に適切な画像を画像の配置枠に配置できる。
【００５２】
　また、本実施形態に係るアルバム作成装置１０によれば、アルバムのレイアウト中に、
アルバムに配置すべき画像に使用予約フラグを対応づけて、当該画像に使用予約を示すマ
ークを付して表示できるので、アルバムに同一の画像を複数回使用することを防止できる
。また、本実施形態に係るアルバム作成装置１０によれば、アルバムのレイアウト中に、
アルバムに配置した画像に対して使用済みフラグを対応づけて、当該画像に使用済みを示
すマークを付して表示できるので、例えば、当該画像を主画像として複数回配置すること
を防止できると共に、当該画像を一度主画像として配置した後に、再度従画像として配置
する場合の画像選択を容易にできる。
【００５３】
　図２は、本実施形態に係るアルバム作成装置１０における表示部１９０の概要を示す。
また、図３は、本実施形態に係るアルバム作成装置１０におけるテンプレート表示部１９
４の概要を示す。テンプレート候補表示制御部１６２は、ユーザがテンプレート選択ボタ
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ン６００をクリックした場合に、図３に示すように、テンプレート表示部１９４を表示部
１９０の略全面に表示させてもよい。テンプレート表示部１９４には、複数のテンプレー
トの候補が並べて表示される。なお、複数のテンプレートに設けられている複数の画像の
配置枠には、画像の配置例として、予めデフォルトの画像を配置して表示してもよい。係
る場合において、デフォルトの画像は、アルバム作成装置１０に入力された画像およびア
ルバム作成装置１０に予め格納されている画像のいずれであってもよい。また、ユーザが
テンプレートの表示を変更した場合には、画像の配置枠に配置したデフォルトの画像も変
更して表示してもよい。
【００５４】
　具体的には、タイトル６１０、タイトル６１２、およびタイトル６１４等ごとにアルバ
ムの見開きページの複数のテンプレートが並べて表示される。例えば、タイトル６１０に
対応づけて、アルバムの表紙に用いられるレイアウトのテンプレート３０２、テンプレー
ト３０４、およびテンプレート３０６が並べて表示される。また、タイトル６１２に対応
づけて、アルバムの見開きページである１ページから２ページに用いられるレイアウトの
テンプレート３０８、テンプレート３１０、テンプレート３１２、およびテンプレート３
１４が並べて表示される。更に、タイトル６１４に対応づけて、アルバムの見開きページ
である３ページから４ページに用いられるレイアウトのテンプレート３１６およびテンプ
レート３１８等が並べて表示される。ユーザは、表示された複数のテンプレートから所望
のテンプレートを選択できる。
【００５５】
　例えば、ユーザがテンプレート３１８を選択した場合には、ユーザが選択したテンプレ
ート３１８を識別する情報が、ユーザ指示受付部１０２を介してテンプレート選択部１０
６に供給される。そして、テンプレート選択部１０６は、テンプレート候補表示制御部１
６２にテンプレート３１８を識別する情報を供給する。テンプレート３１８を識別する情
報を受け取ったテンプレート候補表示制御部１６２は、テンプレート３１８をテンプレー
ト表示制御部１６０に供給する。そして、テンプレート表示制御部１６０は、図２に示す
ように、テンプレート３１８をレイアウト表示部１９２に表示させる。
【００５６】
　テンプレート３１８が選択されると、テンプレート表示制御部１６０はテンプレート３
１８を識別する情報を分類画像格納部１３５に供給する。分類画像格納部１３５は、テン
プレート３１８に設けられている画像の配置枠に対応づけられているグループに含まれる
画像を、画像表示制御部１６４に供給する。そして、画像表示制御部１６４は、受け取っ
た画像を画像表示部１９６に表示する。例えば、画像表示部１９６に、画像表示制御部１
６４は、受け取った画像のサムネイル画像２００等を並べて表示する。なお、画像表示部
１９６には、サムネイル画像２００等ではなく、サムネイル化されていない元画像を表示
してもよい。また、画像表示部１９６には、原画像を縮小した画像を表示してもよい。
【００５７】
　また、表示部１９０は、候補画像表示部１９８を更に有していてよい。候補画像表示部
１９８は、テンプレートに設けられた複数の画像の配置枠から選択された一の画像の配置
枠に対応付けられたグループに含まれる画像から選択された画像を、画像表示部１９６に
表示されているサムネイル画像よりも大きく表示する。例えば、ユーザが画像の配置枠７
００を選択した場合には、候補画像表示部１９８は、配置枠７００に対応するグループに
含まれる画像から選択された、アルバムに配置するのに適した候補画像２３０、候補画像
２３２、候補画像２３４、および候補画像２３６を、画像表示部１９６に表示されている
サムネイル画像２００等よりも大きく表示する。なお、候補画像表示部１９８は、候補画
像２３０等を均等に並べて表示してもよい。更に、候補画像表示部１９８は、候補画像２
３０等にエフェクト等の視覚効果を施して表示してもよい。
【００５８】
　本実施形態に係るアルバム作成装置１０によれば、配置枠７００に配置すべき画像をサ
ムネイル画像よりも目立たせて表示できるので、ユーザは、配置枠７００に配置すべき画



(20) JP 4762731 B2 2011.8.31

10

20

30

40

50

像を視覚的により容易に選択することができる。
【００５９】
　また、画像表示部１９６に表示されたサムネイル画像の中から、ユーザがテンプレート
３１８を除く他のテンプレートに配置を所望するサムネイル画像を選択した場合には、選
択されたサムネイル画像２０４およびサムネイル画像２１２にはそれぞれ、使用予約マー
ク２６０および使用予約マーク２６２が表示される。例えば、ユーザが使用を予約するサ
ムネイル画像２０４およびサムネイル画像２１２をクリックすると、ユーザ指示受付部１
０２は、クリックされたサムネイル画像２０４およびサムネイル画像２１２を識別する識
別子を、画像選択部１０４を介して使用予約受付部１７０に供給する。使用予約受付部１
７０は、受け取ったサムネイル画像２０４およびサムネイル画像２１２を識別する識別子
を画像表示制御部１６４に供給する。そして、画像表示制御部１６４は、使用予約受付部
１７０が使用予約を受け付けた旨を示す使用予約マーク２６０および使用予約マーク２６
２をサムネイル画像２０４およびサムネイル画像２１２と共に表示させることができる。
【００６０】
　本実施形態に係るアルバム作成装置１０によれば、ユーザが現在レイアウトしているテ
ンプレートを除く、他のテンプレートに配置を所望する画像に対して使用予約マークを表
示できるので、ユーザは、現在レイアウトしているテンプレートを除く他のテンプレート
に配置を所望する画像を、配置を所望するページを除く他のページに配置することを防止
できる。
【００６１】
　更に、テンプレート３１８のレイアウトをする前に、既にテンプレートに配置された画
像が存在する場合には、当該画像のサムネイル画像２０２に使用済みマーク２５０が表示
される。具体的には、画像表示制御部１６４は画像の配置枠に配置された画像に対して、
使用済みフラグを対応付ける。そして、画像表示制御部１６４は、当該使用済みフラグが
対応付けられた画像が画像表示部１９６に表示される場合には、使用済みマーク２５０を
当該画像と共に表示する。
【００６２】
　本実施形態に係るアルバム作成装置１０によれば、ユーザが既にアルバムのテンプレー
トに配置した画像に対して使用済みマークを表示できるので、例えば、ユーザが、主画像
として同一の画像を重複して配置することを防止できる。
【００６３】
　図４は、本実施形態に係るアルバム作成装置１０における表示部１９０の概要を示す。
表示部１９０は、レイアウト表示部１９２、テンプレート表示部１９４、および画像表示
部１９６を有する。なお、図２および図３において記載した符号と同一の符号を有する部
材は、図２および図３の上記説明において説明した機能と略同一の機能を奏するので詳細
な説明は省略する。
【００６４】
　ユーザは、テンプレート表示部１９４に表示された複数のテンプレート３１６、テンプ
レート３１８、テンプレート３２０、およびテンプレート３２２等から所望のテンプレー
トを選択できる。なお、テンプレート表示部１９４は、スクロール操作等によって現在表
示しているテンプレート以外のテンプレートを表示してもよい。ユーザが所望のテンプレ
ート、例えば、テンプレート３１８を選択した場合には、選択されたテンプレート３１８
は、レイアウト表示部１９２に表示される。
【００６５】
　テンプレート３１８が選択されると、分類画像格納部１３５は、テンプレート３１８に
設けられている画像の配置枠に対応づけられているグループに含まれる画像を、画像表示
制御部１６４に供給する。そして、画像表示制御部１６４は、受け取った画像を画像表示
部１９６に表示する。例えば、画像表示部１９６に、画像表示制御部１６４は、受け取っ
た画像のサムネイル画像２００等を並べて表示する。ユーザは、画像表示部１９６に表示
されたサムネイル画像２００等から、画像の配置枠に配置を所望する画像を、例えば、ド



(21) JP 4762731 B2 2011.8.31

10

20

30

40

50

ラッグアンドドロップにより配置することができる。
【００６６】
　図５は、本実施形態に係る分類方法格納部１２０の一例を示す。分類方法格納部１２０
は、アルバムの種類に対応づけて、画像を複数のグループに分類する分類方法を少なくと
も一つ格納する。分類方法格納部１２０は、アルバムの種類の一つに対応づけて、分類の
指標が異なる複数の分類方法を格納してよい。分類方法格納部１２０は、アルバムの種類
毎に、アルバムに配置すべき画像の選択に資するために用いられる、適切な画像の分類方
法を格納する。
【００６７】
　分類方法格納部１２０は、アルバムのテイスト（アーバンおよびトラディショナル等）
に対応づけて、画像を複数のグループに分類する分類方法を格納してよい。具体的には、
画像の明度および彩度等を分類方法として格納してよい。また、分類方法格納部１２０は
、アルバムの種類に対応して、アルバムに配置されるべき画像に含まれる被写体の種類に
対応づけて、画像を複数のグループに分類する分類方法を格納してよい。例えば、分類方
法格納部１２０は、人間、猫等の動物、置物等の物品、自動車等の乗り物、建造物、およ
び風景等を分類方法として格納してよい。
【００６８】
　更に、分類方法格納部１２０は、アルバムのテーマに対応づけて、画像を複数のグルー
プに分類する分類方法を格納してよい。例えば、アルバムの種類が旅行用アルバムである
場合には、撮像場所、撮像場所の分布、撮像日時、および撮像されている人物等を分類方
法としてよい。また、アルバムの種類が結婚式用アルバムである場合には、撮像されてい
る人物、撮像されている人物の人数、撮像時間、所定の人物の出現頻度、撮像されている
人物の顔の撮像領域における大きさ、および撮像場所等を分類方法としてよい。
【００６９】
　更に、アルバムの種類が成長記録用アルバムである場合には、撮像されている人物、撮
像日時、撮像場所、および撮像されている人物の人数等を分類方法としてよい。そして、
アルバムの種類が卒業アルバムである場合には、撮像場所、撮像日時、撮像されている人
物の人数、撮像されている人物、および撮像されている人物間の親密度等を分類方法とし
てよい。また、アルバムの種類が夜景用アルバムである場合には、画像の明度等を分類方
法としてよい。そして、アルバムの種類が風景用アルバムである場合には、画像の空間周
波数成分の偏り等を分類方法としてよい。なお、分類方法格納部１２０は、アルバムのデ
ザイナに対応づけて、画像を複数のグループに分類する分類方法を格納してもよい。
【００７０】
　本実施形態に係る分類方法格納部１２０は、アルバムの種類に対応した分類方法により
予め自動的に画像を分類できるので、全ての画像からアルバムに配置する画像を選択する
場合に比べて、より迅速、的確、かつ効率的な画像の選択に資することができる。
【００７１】
　図６は、本実施形態に係る画像分類部１３０における画像の分類方法およびアルバム作
成部１５０における画像配置の概念図を示す。画像データの集合４００には、複数の画像
（Ｉ１、Ｉ２、Ｉ３、およびＩ４等）の複数の画像データが含まれている。ユーザがアル
バムの種類を選択すると、分類方法格納部１２０はアルバムの種類に対応した分類方法の
指標を画像分類部１３０に供給する。そして、画像分類部１３０は、受け取った分類方法
の指標に基づいて、画像を複数のグループに分類する。
【００７２】
　例えば、分類方法の指標が人物および撮像日であった場合を考える。係る場合において
、画像分類部１３０は、所定の人物ごとに画像を分類してよい。具体的には、画像分類部
１３０は、画像に含まれる人物ごとに画像を複数のグループに分類する。例えば、画像分
類部１３０は複数の画像を、点線４０４に示す人物Ａが含まれる画像のグループ、点線４
０６に示す人物Ｂが含まれる画像のグループ、および点線４０８に示す人物Ｃが含まれる
画像のグループに分類する。また、画像分類部１３０は、撮像日ごとに画像を複数のグル
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ープに分類する。例えば、画像分類部１３０は複数の画像を、実線４１０に示す撮像日が
Ｄである画像のグループ、実線４１２に示す撮像日がＥである画像のグループ、および実
線４１４に示す撮像日がＦである画像のグループに分類する。
【００７３】
　続いて、ユーザによりテンプレート４５０が選択された場合を考える。係る場合におい
て、ユーザが配置枠５００を選択した場合には、配置枠５００に対応付けられたグループ
から、配置枠５００に配置するのに適切な画像が選択されて、配置枠５００に自動的に配
置される。例えば、配置枠５００に、主人公である人物Ａが含まれる画像であり、かつ、
撮像日がＤである画像のグループが対応づけられている場合には、アルバム作成部１５０
は、配置枠５００に配置すべき画像として、画像Ｉ１および画像Ｉ３を選択する。配置枠
５００には、更に画像を選択する条件が付加されていてよく、アルバム作成部１５０は、
配置枠５００に付加されている条件に基づいて、一点鎖線４０２で示す、当該条件に適合
する範囲に含まれる画像Ｉ３を選択してよい。
【００７４】
　そして、アルバム作成部１５０は、選択した画像Ｉ３を配置枠５００に配置する。配置
枠５００等に付加される条件は、例えば、画像に含まれる人物の撮像領域に対する顔領域
の占める割合が所定値以上である画像である旨および画像に含まれる人物の目が開いてい
る画像である旨等の条件であってよい。なお、配置枠５００に配置する画像は、ユーザが
選択してもよい。続いて、アルバム作成部１５０は、配置枠５０２、配置枠５０４、及び
配置枠５０６に各配置枠に対応付けられたグループに含まれる画像を配置する。具体的に
は、アルバム作成部１５０は、テンプレートに設けられた画像の配置枠に対応付けられた
グループおよび画像の条件に基づいて、適切な画像を配置する。
【００７５】
　例えば、アルバム作成部１５０は、配置枠５０２に、人物Ａが含まれる画像であり、か
つ、撮像日がＤである画像のグループが対応づけられ、更に配置枠５００に配置される画
像よりも低解像度の画像である旨の条件が対応付けられている場合を考える。係る場合に
おいては、配置枠５０２に、人物Ａが含まれる画像であり、かつ、撮像日がＤであり、画
像Ｉ３よりも低解像度の画像を配置する。例えば、画像Ｉ３よりも画像Ｉ１の解像度が低
解像である場合には、画像Ｉ１を配置してよい。また、アルバム作成部１５０は、配置枠
５０４に、人物Ｂが含まれる画像であり、かつ、撮像日がＤである画像のグループが対応
づけられている場合には、配置枠５０４に、人物Ｂが含まれる画像であり、かつ、撮像日
がＤである画像Ｉ５を配置する。そして、アルバム作成部１５０は、配置枠５０６に、人
物Ｃが含まれる画像であり、かつ、撮像日がＤである画像のグループが対応づけられてい
る場合には、配置枠５０６に、人物Ｃが含まれる画像であり、かつ撮像日がＤである画像
Ｉ６を配置する。
【００７６】
　ここで、アルバムのテンプレートに設けられる画像の配置枠には、配置すべき画像とし
て画像分類部１３０が画像を分類したグループが関連付けられると共に、画像の配置枠間
において適切な画像が選択されることを目的として、画像の条件が更に付加されていてよ
い。例えば、配置枠５００に対応して、配置枠５０２、配置枠５０４、および配置枠５０
６に配置すべき画像の条件を、配置枠５０２、配置枠５０４、および配置枠５０６のそれ
ぞれに対して定義してテンプレートに付加してよい。例えば、テンプレート４５０には、
配置枠５０２、配置枠５０４、および配置枠５０６に配置すべき画像として、配置枠５０
０に配置された画像と同一の撮像日に撮像された画像であって、配置枠５００に配置され
た画像よりも低解像度の画像である旨の条件が付加されていてよい。
【００７７】
　なお、画像の配置枠間における条件は上記説明には限られない。例えば、画像に含まれ
る被写体の種類で画像をグループ化した場合には、複数の画像の配置枠のそれぞれに、異
なる被写体が配置される条件をテンプレートに付加してよい。例えば、配置枠５００に配
置された画像に含まれる人物とは異なる人物を含む画像が配置される条件を、配置枠５０
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２、配置枠５０４、および配置枠５０６に付加してよい。また、配置枠５００に配置され
た画像に含まれる人物と共に、犬・猫等の愛玩動物が当該人物と共に含まれる画像を配置
する条件を、配置枠５０２、配置枠５０４、および配置枠５０６に付加してもよい。
【００７８】
　また、所定の画像の配置枠に高解像度の画像を配置した場合には、当該画像の配置枠を
除く他の画像の配置枠には、より解像度の低い画像、又はより解像度の高い画像を配置す
る条件を付加してもよい。なお、テンプレートには、全ての画像の配置枠には、同一解像
度の画像を配置すべき条件を付加してもよい。更に、所定の画像の配置枠に配置した画像
に含まれる被写体の向きが所定の方向を向いている場合には、当該画像の配置枠を除く、
他の画像の配置枠には当該方向と同じ向き、又は異なる向きを向いた被写体が含まれる画
像を配置すべき条件を付加してもよい。また、所定の画像の配置枠に配置した画像の向き
に応じて、当該画像の配置枠を除く他の画像の配置枠に配置すべき画像の向きを設定した
条件を付加してもよい。例えば、テンプレート４５０において、配置枠５００に配置する
画像の向きが横向きの場合には、配置枠５０２、配置枠５０４、および配置枠５０６に配
置すべき画像の向きを縦向き、又は横向きにすべき条件を付加してよい。
【００７９】
　本実施形態に係るアルバム作成装置１０は、画像分類部１３０が、分類方法格納部１２
０に格納された分類方法にしたがって、アルバムの種類に対応づけて複数の画像を複数の
グループに分類する。そして、アルバム作成部１５０は、アルバムのテンプレートに設け
られ、グループが関連付けられた画像の配置枠に分類されたグループに含まれる画像から
選択されたアルバムに配置すべき画像として適切な画像を配置するので、ユーザは、ユー
ザが意図したアルバムを適切、迅速に作成できる。
【００８０】
　図７は、本実施形態に係るアルバム作成装置１０における処理の流れの一例を示す。ま
ず、画像入力部１００が画像を入力する（Ｓ１０００）。画像入力部１００は入力した画
像をアルバム種類決定部１１０に供給する。そして、アルバム種類決定部１１０は、画像
入力部１００から受け取った画像を解析して、アルバムの種類を決定する（Ｓ１０１０）
。アルバム種類決定部１１０において決定されたアルバムの種類は、分類方法格納部１２
０に供給される。アルバムの種類を受け取った分類方法格納部１２０は、当該アルバムの
種類に対応する分類方法を画像分類部１３０に供給する。
【００８１】
　画像分類部１３０は、画像入力部１００から受け取った複数の画像を、分類方法格納部
１２０から受け取った分類方法に基づいて、複数のグループに分類する。続いてアルバム
作成装置１０は、表示部１９０にアルバム編集画面を表示する（Ｓ１０３０）。具体的に
は、表示部１９０に、レイアウト表示部１９２、テンプレート表示部１９４、および画像
表示部１９６を表示する。そして、テンプレート候補表示制御部１６２は、選択されたア
ルバムの種類に対応する、見開きページの複数のテンプレートをテンプレート格納部１４
０から受け取って、テンプレート表示部１９４に並べて表示する（Ｓ１０４０）。
【００８２】
　ユーザは、テンプレート表示部１９４に表示された複数のテンプレートから、所望のテ
ンプレートを選択する（Ｓ１０５０）。そして、ユーザによりテンプレートが選択された
場合には、選択されたテンプレートを識別する情報がユーザ指示受付部１０２を介して、
テンプレート選択部１０６に供給される。テンプレート候補表示制御部１６２は、受け取
った情報に対応するテンプレートをテンプレート表示制御部１６０に供給する。そして、
テンプレート表示制御部１６０は、ユーザが選択したテンプレートをレイアウト表示部１
９２に表示する（Ｓ１０６０）。また、テンプレート表示制御部１６０は、ユーザが選択
したテンプレートに設けられている、少なくとも一つの画像の配置枠に関連づけられてい
るグループの情報および配置枠に付加されている情報を、分類画像格納部１３５に供給す
る。
【００８３】
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　分類画像格納部１３５はテンプレートに設けられている画像の配置枠に対応付けられた
グループに含まれる画像および配置枠に付加されている情報をアルバム作成部１５０に供
給する。アルバム作成部１５０は、テンプレートに設けられた画像の配置枠に配置する画
像を選択する（Ｓ１０７０）。具体的には、アルバム作成部１５０は、画像の配置枠に対
応付けられたグループに含まれる画像から、当該画像の配置枠に付加された条件に基づい
て、アルバムの種類に適した画像を選択する。なお、画像の配置枠に配置すべき画像は、
ユーザが選択してもよい。また、画像の配置枠に配置すべき画像として選択された画像は
、画像表示制御部１６４により、強調して表示される。そして、アルバム作成部１５０は
、選択された画像を配置枠に配置してアルバムのページを作成する（Ｓ１０８０）。続い
て、アルバム作成部１５０は、アルバムの全見開きページのそれぞれについて、画像の配
置の編集作業が完了したか否かを判断する（Ｓ１０９０）。アルバムの全見開きページに
対して画像の配置の編集作業が完了していない場合には、既に編集が完了したアルバムの
見開きページを除く、他のページについてテンプレートの選択および画像の配置が続行さ
れる（Ｓ１０９０：Ｎｏ）。
【００８４】
　一方、アルバムの全見開きページについて、テンプレートの選択および画像の配置が完
了した場合には（Ｓ１０９０：Ｙｅｓ）、アルバム作成部１５０は、編集が完了したアル
バムをアルバム出力部１５５に供給する。アルバム出力部１５５は、受け取ったアルバム
を、紙媒体に印刷してアルバムを出力する（Ｓ１１００）。また、アルバム出力部１５５
は、ＤＶＤ等の記憶媒体にアルバムを出力してもよい。更に、アルバム出力部１５５は、
アルバムをＬＡＮ、ＷＡＮ、およびインターネット等のネットワークを介して、例えば、
ユーザのＰＣ等に供給してもよい。
【００８５】
　本実施形態に係るアルバム作成装置１０によれば、アルバムの種類に対応づけて複数の
画像を複数のグループに分類して、アルバムのテンプレートに設けられた画像の配置枠に
配置すべき画像として、画像の配置枠に対応付けられたグループから適切な画像が自動的
に選別されるので、ユーザが選択したアルバムの種類に関係のない画像を画像の配置枠に
配置することを防止できると共に、全ての画像からアルバムに配置すべき画像を選別する
処理をしないので、迅速にアルバムを作成できる。
【００８６】
　図８は、本実施形態に係るアルバム作成装置１０における処理の流れの一例を示す。具
体的には、図７の上記説明で述べた、画像の配置枠に配置する画像を選択するステップ（
Ｓ１０７０）のサブルーチンを示す。アルバム作成部１５０は、変数ｎを初期化する（Ｓ
１２００）。なお、変数ｎは整数であってよい。続いて、ユーザは、第１のグループに分
類されている画像を配置する、第１の画像の配置枠を選択する（Ｓ１２１０）。具体的に
は、ユーザはレイアウト表示部１９２に表示されたテンプレートに設けられた画像の配置
枠から、画像の配置を所望する画像の配置枠（第１の画像の配置枠）を選択する。そして
、ユーザがテンプレートを選択したときにテンプレート表示制御部１６０から分類画像格
納部１３５に供給された、第１の画像の配置枠に対応するグループの情報に基づいて、分
類画像格納部１３５は当該グループに含まれる画像を画像表示制御部１６４に供給する。
【００８７】
　そして、画像表示制御部１６４は、分類画像格納部１３５から受け取った第１の画像の
配置枠に関連付けられたグループの画像を画像表示部１９６に表示する（Ｓ１２２０）。
続いて、アルバム作成部１５０は、第１の画像の配置枠に配置する画像を選択する（Ｓ１
２３０）。具体的には、アルバム作成部１５０は、ユーザがテンプレートを選択したとき
にテンプレート表示制御部１６０から分類画像格納部１３５に供給された、第１の画像の
配置枠に対応するグループの情報および画像の配置枠に付加された情報に基づいて、第１
の画像の配置枠に配置すべき画像を選択する。なお、第１の画像の配置枠に配置すべき画
像は、ユーザが選択してもよい。
【００８８】
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　続いて、ユーザに選択された画像に対しては、画像表示制御部１６４は、使用済みフラ
グを対応付ける（Ｓ１２４０）。これにより、ユーザが現在編集しているテンプレートに
配置された画像に対して、例えば、使用済みマークを付して画像表示部１９６に表示でき
るので、ユーザが現在編集しているテンプレートとは異なるテンプレートを編集している
場合に、同一の画像を重複して画像の配置枠に配置することを防止でき、又は、デザイン
上の観点から同一の画像を重複してアルバムに配置する場合には、既に画像を配置したア
ルバムの見開きページを見直さずに、既に配置枠に配置された画像を容易に識別できる。
【００８９】
　ここで、画像表示部１９６に表示された画像の中に、現在レイアウト表示部１９２に表
示されているテンプレートを除く、他のテンプレートに配置を所望する画像（例えば、主
画像として配置を所望する画像）が表示されている場合には、ユーザは、使用を所望する
画像、すなわち、使用を予約する画像を選択する（Ｓ１２５０）。ユーザが選択した画像
を識別する情報は、ユーザ指示受付部１０２を介して画像選択部１０４に供給される。画
像を識別する情報を受け取った画像選択部１０４は、使用予約受付部１７０に当該情報を
供給する。ユーザが選択した画像を識別する情報を受け取った使用予約受付部１７０は、
ユーザが選択した当該画像に、使用予約フラグを対応付ける（Ｓ１２６０）。
【００９０】
　そして、アルバム作成部１５０は、変数ｎに１を加える（Ｓ１２７０）。アルバム作成
部１５０は、現在ユーザが編集しているテンプレートに設けられた画像の配置枠数と変数
ｎとを比較する（Ｓ１２８０）。変数ｎの方がテンプレートが含む画像の配置枠数よりも
小さい場合には、アルバム作成部１５０は、配置すべき画像が選択されていない画像の配
置枠が存在すると判断して、画像の選択を繰り返す（Ｓ１２８０：Ｎｏ）。一方、アルバ
ム作成部１５０は、変数ｎの方がテンプレートが含む画像の配置枠数よりも大きい場合に
は、全ての画像の配置枠に対して配置すべき画像が選択されたと判断して、処理を次のス
テップ（Ｓ１０８０）に移行する（Ｓ１２８０：Ｙｅｓ）。
【００９１】
　本実施形態に係るアルバム作成装置１０によれば、アルバムのレイアウト中に、アルバ
ムに配置すべき画像に使用予約フラグを対応づけて、当該画像に使用予約を示すマークを
付して表示できるので、アルバムの複数の見開きページに同一の画像を重複して配置する
ことを防止できる。
【００９２】
　図９は、本発明の他の実施形態に係るアルバム作成装置１０の機能構成の一例を示す。
アルバム作成装置１０は、画像入力部１００、特定被写体情報取得部１０８、特定被写体
画像抽出部１３２、トリミング部１３４、テンプレート格納部１４０、アルバム作成部１
５０、文字情報配置部１５２、文字タイプ格納部１５４、およびアルバム出力部１５５を
備える。なお、本実施形態に係るアルバム作成装置１０は、図１から図８の上記説明で説
明したアルバム作成装置１０の構成、および機能の一部または全部を更に備えてよい。画
像入力部１００は、画像をアルバム作成装置１０に入力する。画像入力部１００は、画像
を格納しているメモリ等の記録媒体、およびインターネット等のネットワークを介して画
像をアルバム作成装置１０に入力してよい。画像入力部１００は、特定被写体画像抽出部
１３２の制御に基づいて、画像を特定被写体画像抽出部１３２に供給する。なお、画像入
力部１００が入力する画像には、当該画像が撮像されたときの撮像日時、撮像場所、およ
び撮像条件等を示す情報が付帯されていてよい。
【００９３】
　特定被写体情報取得部１０８は、画像に含まれる被写体を特定する情報である特定被写
体情報を取得する。特定被写体情報は、画像に含まれる被写体の名称、当該被写体が含ま
れる画像を特定する情報、当該被写体が画像の中で占める位置を示す情報、および画像の
撮像時の撮像条件を示す情報等であってよい。なお、被写体が含まれる画像を特定する情
報は、画像を一意に識別できるファイル名であってよい。特定被写体情報取得部１０８は
、特定被写体情報を格納しているメモリ等の記録媒体、およびインターネット等のネット
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ワークを介して特定被写体情報を取得する。また、特定被写体情報取得部１０８を介して
、ユーザに、特定被写体情報をアルバム作成装置１０に入力させてもよい。また、特定被
写体情報取得部１０８は、特定被写体の特徴を示す文字情報を含む特定被写体情報を取得
する。特定被写体の特徴を示す文字情報は、例えば、被写体が人物である場合には、当該
人物の名前、年齢、性別、および当該人物が着用している服の色等を示す情報であってよ
い。特定被写体情報取得部１０８は、取得した特定被写体情報を特定被写体画像抽出部１
３２および文字情報配置部１５２に供給する。
【００９４】
　特定被写体画像抽出部１３２は、画像入力部１００から受け取った複数の画像の中から
、特定の被写体が含まれる画像を抽出する。具体的には、特定被写体画像抽出部１３２は
、特定被写体情報取得部１０８から受け取った特定被写体情報で特定される被写体である
特定被写体が含まれる特定被写体画像を抽出する。例えば、特定被写体画像抽出部１３２
は、特定被写体情報が示す特定の被写体が含まれる画像を、特定被写体情報に含まれるフ
ァイル名から特定する。そして、特定被写体画像抽出部１３２は、ファイル名から特定し
た画像に含まれる被写体の画像を抽出する。続いて、特定被写体画像抽出部１３２は、抽
出した画像に含まれる被写体の領域の画像を用いて、パターンマッチングにより当該被写
体が含まれる複数の特定被写体画像を抽出する。なお、特定被写体は、アルバムにおける
主人公であってよい。また、特定被写体画像抽出部１３２は、抽出した複数の特定被写体
画像を、撮像時刻に基づいて複数のグループに分類してもよい。具体的には、特定被写体
画像抽出部１３２は、一の特定被写体画像の撮像時刻から予め定められた時間の範囲内に
おいて撮像された複数の画像を含むグループと、当該時間の範囲外で撮像された画像のグ
ループとに複数の特定被写体画像を分類してよい。特定被写体画像抽出部１３２は、抽出
した特定被写体画像をアルバム作成部１５０の制御に基づいて、トリミング部１３４およ
びアルバム作成部１５０に供給する。また、特定被写体画像抽出部１３２は、トリミング
部１３４の制御に基づいて、一の特定被写体画像および当該一の特定被写体画像の撮像時
刻から予め定められた時間の範囲内で撮像された他の特定被写体画像を、トリミング部１
３４に供給する。
【００９５】
　テンプレート格納部１４０は、画像を配置する画像配置枠と当該画像配置枠に配置され
るべき画像を識別する情報である合成情報とが予め定められた出力領域のテンプレートを
格納している。具体的には、テンプレート格納部１４０は、第１の画像配置枠に第１の特
定被写体画像を配置すべき旨を示す合成情報が予め定められたテンプレートを格納してい
る。また、テンプレート格納部１４０は、テンプレートの画像配置枠に対応づけて、予め
定められた文字情報を格納していてもよい。なお、アルバムページのテンプレートは、テ
ンプレート格納部１４０が格納するテンプレートの一例である。そして、アルバムページ
は、表紙、見開きページ、および見開きページの一ページ等であってよい。ここで、合成
情報は、画像配置枠における被写体の向く方向、画像の方向成分、撮像日時、画像に含ま
れる被写体の種類・数、被写体の表情、および被写体の色等を示す情報であって、画像配
置枠に配置すべき画像の内容を示す情報であってよい。なお、第１の特定被写体画像の例
としては、主画像が挙げられる。主画像とは、閲覧者に対してアルバム等のページにおい
て最も強く印象づけることが意図されている画像をいう。例えば主画像とは、アルバム等
における主人公が含まれている画像であってよい。また、主画像は、ページに配置された
複数の画像のうち、最も強調された画像であってよい。具体的には、主画像とは、他の画
像に比べてサイズが大きい画像、他の画像に比べて前面に配置される画像、最も中央寄り
に配置される画像であってよい。他にも主画像とは、周囲を枠で強調された画像、被写体
にエフェクト等の視覚効果が施された画像等であってもよい。テンプレート格納部１４０
は、アルバム作成部１５０にテンプレートを供給する。
【００９６】
　トリミング部１３４は、特定被写体画像抽出部１３２から受け取った特定被写体画像に
含まれる特定被写体画像をトリミングしてトリミング画像を生成する。トリミング部１３
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４は、特定被写体画像抽出部１３２に働きかけて、一の特定被写体画像および当該一の特
定被写体画像の撮像時刻から予め定められた時間の範囲内で撮像された他の特定被写体画
像を取得してもよい。そして、トリミング部１３４は、一の特定被写体画像および他の特
定被写体画像のそれぞれをトリミングして、特定被写体画像に対するトリミング画像の占
有面積比が異なる一のトリミング画像および他のトリミング画像のそれぞれを生成する。
トリミング部１３４は、特定被写体画像に対するトリミング画像の占有面積比を高めるこ
とを目的として、特定被写体の領域だけを特定被写体画像から切り抜いてもよい。また、
トリミング部１３４は、特定被写体画像抽出部１３２から受け取った特定被写体画像のア
スペクト比を変えて、トリミング画像を生成してもよい。そして、トリミング部１３４は
、特定被写体画像抽出部１３２から受け取った複数の特定被写体画像のそれぞれについて
、異なるアスペクト比のトリミング画像をそれぞれ生成してもよい。更に、トリミング部
１３４は、生成したトリミング画像に影をつける等の所定の画像処理を施してもよい。ト
リミング部１３４は、生成したトリミング画像をアルバム作成部１５０に供給する。
【００９７】
　文字タイプ格納部１５４は、被写体を特定する情報に対応づけて、文字情報に使用する
文字のフォント、サイズ、および色等を示す文字タイプ情報を格納する。文字タイプ格納
部１５４が格納する被写体を特定する情報は、被写体の名称、被写体が人物の場合には当
該被写体の性別、年齢、およびキャスティング等を示す情報であってよい。なお、キャス
ティングとは、アルバムを作成する場合に、当該アルバムでの人物の立場を示す情報であ
ってよく、例えば、当該アルバムで当該人物が主人公である旨を示す情報、または脇役で
ある旨を示す情報、若しくは、主人公と特定の関係を有する人物であることを示す情報（
例えば、主人公の友人、兄弟、父母、および祖父母等であることを示す情報）等であって
よい。文字タイプ格納部１５４は、文字情報配置部１５２の制御に基づいて、文字のフォ
ント、サイズ、および色等を示す文字タイプ情報を文字情報配置部１５２に供給する。
【００９８】
　文字情報配置部１５２は、特定被写体情報取得部１０８から受け取った、特定被写体の
特徴を示す文字情報を、テンプレートの画像配置枠に並べて配置する。具体的には、テン
プレートの画像配置枠には予め当該画像配置枠に配置される画像の内容を想起させる文字
情報が並べて配置されていてよく、文字情報配置部１５２は、アルバム作成部１５０が特
定被写体画像を画像配置枠にレイアウトする場合に、当該画像配置枠に対応づけてテンプ
レート格納部１４０が格納している文字情報を、特定被写体情報取得部１０８から受け取
った特定被写体情報に応じて変更する。また、文字情報配置部１５２は、アルバム作成部
１５０が特定被写体画像を画像配置枠にレイアウトする場合に、当該画像配置枠に対応づ
けてテンプレート格納部１４０が格納している文字情報の一部を、特定被写体情報取得部
１０８から受け取った特定被写体情報に応じて変更してもよい。そして、文字情報配置部
１５２は、変更した文字情報を、当該画像配置枠に並べて配置する。例えば、文字情報配
置部１５２は、テンプレートの画像配置枠に並べて配置される文字情報の一部を、特定被
写体情報取得部１０８から受け取った特定被写体情報が示す被写体の名称に変更する。
【００９９】
　また、文字情報配置部１５２は、文字タイプ格納部１５４が格納している文字タイプ情
報に基づいて、画像配置枠に対応づけてテンプレート格納部１４０が格納している文字情
報を変更して、画像配置枠に並べて表示してもよい。具体的には、文字情報配置部１５２
は、特定被写体情報取得部１０８から受け取った特定被写体情報が示す被写体の特徴を示
す情報に応じて、文字情報のフォント、サイズ、および色を変更して、画像配置枠に並べ
て配置してもよい。より具体的には、文字情報配置部１５２は、特定被写体情報取得部１
０８から特定被写体情報が示す被写体の年齢を受け取った場合には、当該年齢に対応づけ
て文字タイプ格納部１５４が格納している文字のフォント、サイズ、および色に、画像配
置枠に対応づけてテンプレート格納部１４０が格納している文字情報を変更する。文字情
報配置部１５２は、変更した文字情報を画像配置枠に対応づけてアルバム作成部１５０に
供給する。
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【０１００】
　アルバム作成部１５０は、テンプレート格納部１４０から受け取ったテンプレートに予
め定められた合成情報に基づいて、特定被写体画像抽出部１３２から受け取った特定被写
体画像を画像配置枠にレイアウトしてアルバムを作成する。また、アルバム作成部１５０
は、トリミング部１３４から受け取ったトリミング画像を画像配置枠にレイアウトしてア
ルバムを作成する。トリミング部１３４から特定被写体画像に対するトリミング画像の占
有面積比が異なる一のトリミング画像および他のトリミング画像を受け取った場合には、
アルバム作成部１５０は、受け取ったトリミング画像のそれぞれを異なる画像配置枠にレ
イアウトしてアルバムを作成してもよい。これにより、アルバム作成部１５０は、撮像時
刻が近い複数の画像のトリミング画像を配置できる。更に、アルバム作成部１５０は、文
字情報配置部１５２から受け取った文字情報を、当該文字情報が配置されるべき画像配置
枠に並べて配置する。なお、アルバム作成部１５０は、文字情報を当該文字情報に対応づ
けられている画像配置枠に並べて表示するだけではなく、当該画像配置枠に重畳して配置
してアルバムを作成してもよい。アルバム作成部１５０は、作成したアルバムをアルバム
出力部１５５に供給する。アルバム出力部１５５は、アルバム作成部１５０から受け取っ
たアルバムをＤＶＤ等の記録媒体に記録する。また、アルバム出力部１５５は、アルバム
作成部１５０から受け取ったアルバムを、ＨＤＴＶ等の表示装置に表示してもよい。
【０１０１】
　本実施形態に係るアルバム作成装置１０は、画像に含まれる被写体を特定する特定被写
体情報を受け取って、当該被写体が含まれる特定被写体画像を多数の画像から自動的に抽
出する。そして、アルバム作成装置１０は、テンプレートの画像配置枠に、合成情報と一
致する特定被写体画像を、自動的にレイアウトしてアルバムを作成する。これにより、ア
ルバムの画像配置枠のそれぞれに適した画像を、ユーザが選択することなく自動的にアル
バムを作成できる。また、本実施形態に係るアルバム作成装置１０によれば、テンプレー
トの画像配置枠に予め対応づけられている文字情報を、特定被写体情報に基づいて変更し
て画像配置枠に並べて配置することができる。これにより、アルバムテンプレートのデザ
インとの整合性を保ったまま、テンプレートのデザインに合致した文字情報を自動的に配
置することができる。更に、本実施形態に係るアルバム作成装置１０によれば、特定被写
体画像をトリミングして、特定被写体画像に対するトリミング画像の占有面積比が異なる
複数のトリミング画像をアルバムテンプレートに自動的に配置できるので、アルバムテン
プレートに、互いに類似する画像を配置することがなくなり、表現力が高く、デザイン性
に優れたアルバムを自動的に作成することができる。
【０１０２】
　図１０は、本実施形態に係る特定被写体情報１４００の概要を示す。特定被写体情報１
４００は、画像に含まれる被写体を特定する情報であってよい。具体的には、特定被写体
情報１４００は、被写体の名前を示す特定被写体情報１４０２、当該被写体が含まれる画
像を示す情報である特定被写体情報１４０４、当該被写体が含まれる画像において当該被
写体が画像内において占める位置を示す情報である特定被写体情報１４０６、アルバムで
の被写体のキャスティングを示す情報である特定被写体情報１４０８、被写体の生年月日
を示す情報である特定被写体情報１４１０、およびその他の被写体の特徴を示す特定被写
体情報１４１２等の情報の集合体であってよい。例えば、特定被写体情報取得部１０８は
、特定被写体情報１４０４を受け取って、特定の被写体が含まれる画像のファイル名を特
定被写体画像抽出部１３２に供給する。そして、特定被写体画像抽出部１３２は、画像入
力部１００が入力した画像の中から特定被写体情報１４０４が示すファイル名に対応する
画像を抽出する。そして、特定被写体画像抽出部１３２は、抽出した画像に含まれる被写
体の領域の画像を特定被写体情報１４０６が示す位置を示す情報から抽出して、抽出した
画像を用いて、画像入力部１００が入力した複数の画像の中から当該画像が含まれる特定
被写体画像を抽出する。
【０１０３】
　図１１は、本実施形態に係るテンプレート格納部１４０が格納しているテンプレート１
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３００の一例を示す。テンプレート格納部１４０は、画像配置枠と当該画像配置枠に配置
されるべき画像の合成情報とが予め定められた出力領域のテンプレートを格納している。
なお、一つの出力領域に複数の画像配置枠が含まれていてよい。また、画像配置枠は略円
形、略多角形、および画像に含まれるオブジェクトの形状等の形状であってよい。例えば
、テンプレート１３００には画像配置枠１３１０および画像配置枠１３２０が含まれてい
る。そして、画像配置枠１３１０には合成情報１３１２が対応づけられており、画像配置
枠１３２０には合成情報１３２２が対応づけられている。係る場合において、アルバム作
成部１５０は、例えば、画像配置枠１３２０に対応づけられている合成情報１３２２を抽
出して、合成情報１３２２と一致する情報を有する特定被写体画像を特定被写体画像抽出
部１３２から受け取る。例えば、合成情報１３２２に所定の人物を特定する情報が対応づ
けられていた場合には、アルバム作成部１５０は、当該人物を特定する情報と一致する人
物が含まれる特定被写体画像を、特定被写体画像抽出部１３２が抽出した複数の特定被写
体画像の中から抽出する。そして、アルバム作成部１５０は、抽出した特定被写体画像を
、画像配置枠１３２０にレイアウトしてアルバムを作成する。
【０１０４】
　また、テンプレート１３００には、画像配置枠１３１０に対応づけて文字情報１３１４
が対応づけられている。更に、画像配置枠１３２０には文字情報１３２４が対応づけられ
ている。文字情報配置部１５２は、特定被写体情報取得部１０８から受け取った特定被写
体情報に応じて、文字情報１３１４および文字情報１３２４を変更して配置してよい。例
えば、特定被写体情報取得部１０８から被写体の名前を示す情報を受け取った場合には、
文字情報配置部１５２は、文字情報１３２４の一部を、受け取った被写体の名前に変更し
て画像配置枠１３２０に重畳して配置する。なお、文字情報配置部１５２は、文字情報１
３２４の一部を変更して、画像配置枠１３２０に並べて配置してもよい。また、特定被写
体情報取得部１０８から被写体の年齢を示す情報を受け取った場合には、文字情報配置部
１５２は、文字情報１３１４のフォントを、文字タイプ格納部１５４が年齢に対応づけて
格納している文字のフォントに変更して画像配置枠１３１０に並べて配置する。例えば、
文字情報配置部１５２は、被写体が女の子である場合には、文字情報１３１４のフォント
を丸文字に変更してよく、文字情報１３１４の色をピンク等に変更してもよい。
【０１０５】
　図１２は、本実施形態に係るテンプレート格納部１４０が格納しているテンプレート１
６００の一例を示す。テンプレート１６００の画像配置枠１６０６、画像配置枠１６０８
、および画像配置枠１６１０には、アルバム作成部１５０が、それぞれの画像配置枠に対
応づけられている合成情報と一致する特定被写体画像を配置する。また、トリミング部１
３４は、特定被写体画像をトリミングしてトリミング画像１６０２およびトリミング画像
１６０４を生成する。トリミング部１３４が生成したトリミング画像は、アルバム作成部
１５０がテンプレートに配置する。トリミング部１３４が、特定被写体画像に含まれる特
定被写体をトリミングして、特定被写体画像に対するトリミング画像の占有面積比を高め
たトリミング画像を生成することができるので、アルバムテンプレート１６００に、互い
に類似する特定被写体画像を配置することがなくなり、アルバム作成装置１０は、表現力
が高く、かつ、デザイン性に優れたアルバムを自動的に作成できる。なお、トリミング部
１３４は、特定被写体画像に含まれる特定被写体を切り抜いてトリミング画像１６０２を
生成してよい。また、トリミング部１３４は、特定被写体画像のアスペクト比を原画像と
異なるアスペクト比にトリミングしたトリミング画像１６０４を生成してもよい。又、ト
リミング部１３４は、トリミング画像１６０４とは異なるアスペクト比にトリミングした
トリミング画像を更に生成して、テンプレート１６００に配置してもよい。
【０１０６】
　図１３は、本発明の他の実施形態に係るアルバム作成装置１０の機能構成の一例を示す
。本実施形態に係るアルバム作成装置１０は、画像入力部１００、条件比較部１１２、主
画像枠選択部１１４、主画像選択部１１６、従画像選択部１１８、従画像合成情報決定部
１２２、レイアウト一致度算出部１２４、主画像合成情報重み格納部１３６、従画像合成
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情報重み格納部１３８、テンプレート格納部１４０、アルバム作成部１５０、およびアル
バム出力部１５５を備える。また、テンプレート格納部１４０は、主画像合成情報格納部
１４２および従画像合成情報格納部１４４を有する。なお、本実施形態に係るアルバム作
成装置１０は、図１から図１２の上記説明で説明したアルバム作成装置１０の構成、およ
び機能の一部または全部を更に備えてよい。
【０１０７】
　画像入力部１００は、画像をアルバム作成装置１０に入力する。画像入力部１００は、
主画像選択部１１６の制御に基づいて、画像を主画像選択部１１６に供給する。また、画
像入力部１００は、従画像選択部１１８の制御に基づいて、画像を従画像選択部１１８に
供給する。更に、画像入力部１００は、条件比較部１１２に画像を供給する。なお、画像
入力部１００が入力する画像には、画像が撮像されたときの撮像日時、撮像場所、撮像条
件等を示す情報、画像に含まれる被写体の名称、被写体の数、および被写体の服装等の特
徴を示す情報が予め付帯されていてよい。なお、アルバム作成装置１０は、画像入力部１
００が入力した画像を解析して、画像に含まれる被写体を特定する情報を抽出する画像解
析部を更に備えていてもよい。画像解析部を備えることにより、画像入力部１００が入力
する画像に予め画像に含まれる被写体を特定する情報を付帯させなくても、画像に含まれ
る被写体を特定する情報を取得できる。例えば、アルバム作成装置１０は、複数種類の被
写体のテンプレート画像が格納されたテンプレート画像格納部を有していてよく、画像解
析部は、画像入力部１００が入力した画像に含まれる被写体の種類をテンプレート画像格
納部が格納しているテンプレート画像とのマッチングにより特定してよい。また、画像解
析部は、画像に含まれる被写体の数、画像の明度および彩度等を特定してもよい。
【０１０８】
　テンプレート格納部１４０は、画像を配置する画像配置枠と画像配置枠に配置されるべ
き画像を識別する情報である合成情報とが予め定められた出力領域のテンプレートを格納
している。また、テンプレート格納部１４０は、主画像合成情報格納部１４２および従画
像合成情報格納部１４４を有する。主画像合成情報格納部１４２は、テンプレートの複数
の画像配置枠のそれぞれに対応づけて、画像配置枠に配置すべき主画像の条件を示す主画
像用の合成情報を格納する。主画像の条件は、具体的には、画像配置枠に配置されるべき
画像に含まれる被写体を特定する情報および画像配置枠に配置されるべき画像の撮像条件
等であってよい。撮像条件は、例えば、屋外または屋内で撮像された旨、遠景モードまた
は近景モードで撮像された旨、若しくは予め定められた合焦距離等を示す条件であってよ
い。より具体的には、複数の画像配置枠のうち、複数の予め定められた画像の配置枠のそ
れぞれに対応づけて、主画像合成情報格納部１４２は、複数の主画像の条件を格納してよ
い。例えば、主画像合成情報格納部１４２は、所定の画像配置枠に主画像の条件として、
画像に含まれる主人公がテンプレートにおいて向く方向、画像に含まれる主人公の画像に
おいて占める位置、画像配置枠に配置される画像の明度および彩度等を示す情報等を主画
像の条件として対応づけてよい。主画像合成情報格納部１４２は、主画像の条件を条件比
較部１１２に供給する。
【０１０９】
　従画像合成情報格納部１４４は、テンプレートの複数の画像配置枠のそれぞれに対応づ
けて、他の画像配置枠に配置された主画像の内容に応じて決定される、画像配置枠に配置
すべき従画像の条件を示す従画像用の合成情報を格納する。なお、従画像とは、アルバム
等における主人公を除く被写体が含まれる画像であってよい。また、従画像とは、主画像
よりも小さく、中央より外に配置される画像であってよい。具体的には、従画像合成情報
格納部１４４は、複数の画像配置枠のいずれかが主画像が配置される主画像枠になった場
合に、主画像枠に配置される主画像の内容に応じて、主画像枠を除く他の画像配置枠のそ
れぞれに配置されるべき従画像の条件を格納する。より具体的には、従画像合成情報格納
部１４４は、複数の画像配置枠のうち、一の画像配置枠が主画像枠となった場合に、主画
像枠に配置される画像に含まれる被写体の状態、および主画像枠に配置される画像の撮像
条件等に応じて決定される従画像の条件を、主画像枠を除く他の画像配置枠にそれぞれ対
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応づけて格納する。ここで、被写体の状態とは、画像に含まれる被写体の種類、画像に含
まれる被写体が向く方向、および画像に含まれる被写体の色・形等の状態であってよい。
例えば、主画像枠に配置される主画像に含まれる被写体が人物の場合には、主画像の人物
が向く方向に応じて、従画像に含まれる人物が向く方向を決定する内容の条件を、従画像
の条件としてよい。従画像合成情報格納部１４４は、従画像の条件を従画像合成情報決定
部１２２に供給する。
【０１１０】
　条件比較部１１２は、画像入力部１００から受け取った複数の画像を、主画像合成情報
格納部１４２から受け取った、主画像用の合成情報が示す主画像の条件のそれぞれと比較
する。具体的には、条件比較部１１２は、画像の内容とテンプレートの画像配置枠にそれ
ぞれ対応づけられている主画像の条件とを比較して、画像の内容と一致する主画像の条件
を、画像配置枠ごとに主画像合成情報格納部１４２から抽出する。例えば、条件比較部１
１２は、画像入力部１００から受け取った画像に対応づけられている画像に含まれる被写
体を特定する情報と、所定の画像配置枠に対応づけられた主画像の条件が示す情報とを比
較して、一致する主画像の条件を抽出する。なお、画像に含まれる被写体を特定する情報
は、画像解析部が画像を解析して条件比較部１１２に供給してもよい。条件比較部１１２
は、比較結果を主画像枠選択部１１４および主画像選択部１１６に供給する。
【０１１１】
　主画像合成情報重み格納部１３６は、主画像合成情報格納部１４２が格納している主画
像用の合成情報が示す主画像の条件にそれぞれ対応づけて、主画像の条件の重みを格納し
ている。具体的には、主画像合成情報重み格納部１３６は、主画像の条件のそれぞれにつ
いて、作成するアルバムのテーマに応じた重みを対応づけて格納してよい。より具体的に
は、主画像合成情報重み格納部１３６は、複数の主画像の条件のそれぞれについて、異な
る重みを対応づけて格納する。例えば、主人公だけが含まれる画像である旨を示す条件（
条件ａ）、画像が屋外で撮像された旨を示す条件（条件ｂ）、光源が太陽光である旨を示
す条件（条件ｃ）、および主人公の服の色が所定の色である旨を示す条件（条件ｄ）等の
それぞれについて、主画像合成情報格納部１４２は、異なる重みを対応づける。例えば、
アルバムのテーマが「遠足」である場合には、条件ｂに条件ｄよりも大きな重みを対応づ
けてよい。主画像合成情報重み格納部１３６は、主画像の条件の重みを主画像選択部１１
６およびレイアウト一致度算出部１２４に供給する。
【０１１２】
　従画像合成情報重み格納部１３８は、従画像合成情報格納部１４４が格納している従画
像用の合成情報が示す従画像の条件にそれぞれ対応づけて、従画像の条件の重みを格納し
ている。従画像合成情報重み格納部１３８は、従画像の条件のそれぞれについて、作成す
るアルバムのテーマに応じた重みを対応づけて格納してよい。具体的には、従画像合成情
報重み格納部１３８は、複数の従画像の条件のそれぞれについて異なる重みを対応づけて
格納する。また、従画像合成情報重み格納部１３８は、主画像の条件と同一の従画像の条
件がある場合には、主画像合成情報重み格納部１３６が格納している主画像の条件の重み
よりも、従画像の条件の重みをより小さい重みにして格納してよい。従画像合成情報重み
格納部１３８は、従画像の条件の重みを従画像選択部１１８およびレイアウト一致度算出
部１２４に供給する。
【０１１３】
　主画像枠選択部１１４は、テンプレートに含まれる複数の画像配置枠から、主画像を配
置する主画像枠を選択する。また、主画像枠選択部１１４は、条件比較部１１２から受け
取った比較結果に基づいて、画像の内容と画像配置枠に対応づけられた主画像の条件とが
最も一致する画像配置枠を主画像を配置する主画像枠として選択する。具体的には、主画
像枠選択部１１４は、条件比較部１１２から受け取った比較結果を解析して、画像の内容
と一の画像配置枠に対応づけられた複数の主画像の条件とが一致する数が最も多い画像配
置枠を、主画像枠として決定してよい。例えば、一の画像配置枠に対応づけられた主画像
の条件が、画像に主人公が含まれていること、画像に含まれる主人公の向きが所定の方向
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であること、画像に含まれる主人公が着用する服の色が所定の色の服であること、および
画像の撮像日時が所定の撮像日時であることの４つの条件である場合を考える。係る場合
において、主画像枠選択部１１４は、条件比較部１１２の比較結果に基づいて、複数の主
画像の条件と最も一致する画像、すなわち、４つの主画像の条件のうち最も多くの条件と
合致する画像が配置される画像配置枠を主画像枠として選択する。主画像枠選択部１１４
は、選択した主画像枠に関する情報を主画像選択部１１６に供給する。
【０１１４】
　主画像選択部１１６は、主画像枠選択部１１４から受け取った主画像枠に関する情報が
示す主画像枠に対応づけて主画像合成情報格納部１４２が格納している主画像用の合成情
報に基づいて、画像入力部１００から受け取った複数の画像から主画像枠に配置する主画
像を選択する。また、主画像選択部１１６は、条件比較部１１２から受け取った比較結果
に基づいて、画像の内容と複数の画像配置枠に対応付けられた主画像の条件とが最も一致
する画像を主画像として選択する。具体的には、主画像選択部１１６は、画像の内容と主
画像の条件とが一致する主画像の条件に対応づけて、主画像合成情報重み格納部１３６が
格納している重みが最も大きい主画像の条件と一致する画像を、画像入力部１００から受
け取った複数の画像の中から主画像として選択する。また、主画像選択部１１６は、画像
入力部１００から受け取った複数の画像の内容と画像配置枠の主画像の条件とが一致する
主画像の条件にそれぞれ対応する重みを主画像合成情報重み格納部１３６から受け取って
、受け取った複数の重みの合計値を算出して、算出した重みの合計値が最も大きい画像を
主画像として選択してもよい。主画像選択部１１６は、選択した主画像をアルバム作成部
１５０に供給する。また、主画像選択部１１６は選択した主画像の内容を示す情報を従画
像合成情報決定部１２２に供給する。なお、主画像枠選択部１１４は、主画像選択部１１
６が選択した主画像が配置される画像配置枠を主画像枠として選択してもよい。
【０１１５】
　従画像合成情報決定部１２２は、主画像選択部１１６から受け取った主画像の内容に基
づいて、主画像枠を除く他の画像配置枠である従画像枠に対応づけて従画像合成情報格納
部１４４が格納している従画像用の合成情報が示す従画像の条件を、従画像枠ごとに決定
する。具体的には、従画像合成情報決定部１２２は、主画像の内容に応じて決定される従
画像の条件を、従画像合成情報格納部１４４が格納している従画像の条件の中から決定す
る。例えば、従画像合成情報決定部１２２は、従画像の条件を、従画像に含まれる人物が
テンプレートにおいて向く方向が、主画像に含まれる主人公がテンプレートにおいて向く
向きと同一方向、または異なる方向となる条件として決定してよい。従画像合成情報決定
部１２２は、決定した従画像の条件を従画像選択部１１８に供給する。
【０１１６】
　従画像選択部１１８は、従画像合成情報決定部１２２が決定した従画像の条件に一致す
る画像を、画像入力部１００が入力した複数の画像の中から画像配置枠ごとに選択する。
従画像選択部１１８は、従画像合成情報決定部が従画像枠ごとに決定した従画像の条件と
最も一致する画像を従画像枠に配置する従画像として選択してよい。例えば、従画像選択
部１１８は、画像配置枠に対応づけられている複数の従画像の条件と一致する条件の数が
最も多い画像を、従画像として選択してよい。また、従画像選択部１１８は、従画像合成
情報決定部１２２が従画像枠ごとに決定した従画像の条件に対応づけて従画像合成情報重
み格納部１３８が格納している重みが最も大きい従画像の条件と一致する画像を、従画像
として選択してもよい。更に、従画像選択部１１８は、画像入力部１００が入力した複数
の画像の内容と画像配置枠の従画像の条件とが一致する従画像の条件にそれぞれ対応づけ
て、従画像合成情報重み格納部１３８が格納している従画像の条件の重みの合計値を算出
して、算出した重みの合計値が最も大きい画像を、従画像として選択してもよい。従画像
選択部１１８は、選択した従画像をアルバム作成部１５０およびレイアウト一致度算出部
１２４に供給する。
【０１１７】
　レイアウト一致度算出部１２４は、主画像選択部１１６が選択した主画像の内容と主画
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像枠選択部１１４が選択した主画像枠に対応づけて主画像合成情報格納部１４２が格納し
ている主画像の条件との一致度を算出する。また、レイアウト一致度算出部１２４は、従
画像選択部１１８が選択した従画像の内容と従画像を配置する従画像枠に対応づけて従画
像合成情報格納部１４４が格納している従画像の条件との一致度を算出する。例えば、レ
イアウト一致度算出部１２４は、主画像または従画像の条件と、画像の内容を示す情報と
が一致する数がより多い場合に、レイアウトの一致度をより高く算出する。そして、レイ
アウト一致度算出部１２４は、複数の画像配置枠のそれぞれを主画像枠としたレイアウト
の一致度を、算出した主画像枠と主画像の条件との一致度および算出した従画像枠と従画
像の条件との一致度からレイアウトごとに算出する。また、レイアウト一致度算出部１２
４は、主画像選択部１１６が選択した主画像の内容と主画像枠の主画像の条件とが一致す
る主画像の条件に対応づけて、主画像合成情報重み格納部１３６が格納している主画像の
条件の重み、および従画像選択部１１８が選択した従画像の内容と従画像枠の従画像の条
件とが一致する従画像の条件に対応づけて、従画像合成情報重み格納部１３８が格納して
いる従画像の条件の重みを合計する。そして、レイアウト一致度算出部１２４は、複数の
画像配置枠のそれぞれを主画像枠とした場合のレイアウトの重みを、レイアウトごとに算
出してもよい。レイアウト一致度算出部１２４は、算出したレイアウトごとの一致度をア
ルバム作成部１５０に供給する。
【０１１８】
　アルバム作成部１５０は、主画像選択部１１６から受け取った主画像を主画像枠に、従
画像選択部１１８から受け取った従画像を従画像枠にそれぞれ配置してアルバムを作成す
る。また、アルバム作成部１５０は、レイアウト一致度算出部１２４がレイアウトごとに
算出したレイアウトの一致度が最も高いレイアウトのアルバムを作成する。具体的には、
アルバム作成部１５０は、レイアウト一致度算出部１２４が算出したレイアウトの重みが
最も大きいレイアウトのアルバムを作成する。アルバム作成部１５０は、作成したアルバ
ムをアルバム出力部１５５に供給する。アルバム出力部１５５は、アルバム作成部１５０
から受け取ったアルバムをＤＶＤ等の記録媒体に記録する。また、アルバム出力部１５５
は、アルバム作成部１５０から受け取ったアルバムを、ＨＤＴＶ等の表示装置に表示して
もよい。
【０１１９】
　本実施形態に係るアルバム作成装置１０は、画像配置枠のそれぞれに主画像用および従
画像用の画像の条件が予め対応づけられているテンプレートを有している。そして、アル
バム作成装置１０に入力された複数の画像と主画像の条件とを比較して主画像の条件と最
も一致する画像を自動的に主画像として選択すると共に、主画像が配置される主画像枠を
自動的に選択する。続いて、選択された主画像の内容に応じて従画像枠に配置される従画
像の条件が自動的に決定されるので、ユーザが複数の画像についてレイアウトの指定をし
なくても、自動的にデザイン性の高いアルバムを作成できる。
【０１２０】
　図１４は、本実施形態に係るテンプレート格納部１４０が格納するテンプレート１７０
０の一例を示す。また、図１５は、本実施形態に係る主画像合成情報格納部１４２の一例
を示す。更に、図１６は、本実施形態に係る従画像合成情報格納部１４４の一例を示す。
【０１２１】
　テンプレート１７００は複数の画像配置枠１７０２等を有する。画像配置枠１７０２等
にはそれぞれ、主画像の条件および従画像の条件が少なくとも一つ対応づけられている。
具体的には、主画像の条件は主画像合成情報格納部１４２が格納しており、従画像の条件
は従画像合成情報格納部１４４が格納している。例えば、主画像合成情報格納部１４２は
、画像配置枠１７０２に対応づけて、主画像の条件ａおよび主画像の条件ｂ等の主画像の
条件を格納している。同様に主画像合成情報格納部１４２は、画像配置枠１７０４等のそ
れぞれに対応づけて、主画像の条件を格納している。なお、主画像合成情報格納部１４２
は、テンプレート１７００に含まれる複数の画像配置枠の一部についてだけ主画像の条件
を格納していてもよい。具体的には、主画像合成情報格納部１４２は、画像配置枠の大き
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さが予め定められた大きさ以上の画像配置枠についてだけ主画像の条件を対応づけて格納
してよい。例えば、主画像合成情報格納部１４２は、テンプレート１７００の画像配置枠
１７０２および画像配置枠１７０４だけに主画像の条件を対応づけて格納してよい。
【０１２２】
　条件比較部１１２は、画像入力部１００が入力した複数の画像と、主画像が配置される
べき画像配置枠１７０２および画像配置枠１７０４のそれぞれに対応づけられている主画
像の条件とをそれぞれ比較する。そして、条件比較部１１２の比較結果に基づいて、主画
像枠選択部１１４は主画像枠を選択する。具体的には、主画像枠選択部１１４は、画像配
置枠１７０２の主画像の条件と画像の内容との比較結果、および画像配置枠１７０４の主
画像の条件と画像の内容との比較結果のうち、主画像の条件が一致する数がより多い画像
が配置されるべき画像配置枠を、主画像枠として選択する。例えば、画像配置枠１７０２
および画像配置枠１７０４のそれぞれに５つの主画像の条件が対応づけられている場合を
考える。係る場合において、画像入力部１００が入力した複数の画像のうち、画像配置枠
１７０２の主画像の条件と最も一致する画像の内容と、画像配置枠１７０２の主画像の条
件とが一致する数が４つであり、画像入力部１００が入力した複数の画像のうち、画像配
置枠１７０４の主画像の条件と最も一致する画像の内容と、画像配置枠１７０４の主画像
の条件とが一致する数が３つである場合には、主画像枠選択部１１４は、画像配置枠１７
０２を主画像枠として選択する。
【０１２３】
　また、主画像枠選択部１１４は、画像配置枠１７０２の主画像の条件と画像の内容との
比較結果、および画像配置枠１７０４の主画像の条件と画像の内容との比較結果のうち、
一致した主画像の条件にそれぞれ対応づけて主画像合成情報重み格納部１２６が格納して
いる重みが最も大きい画像配置枠を、主画像枠として選択してもよい。例えば、画像配置
枠１７０２に対応づけられている複数の主画像の条件のうち、最も重みが大きい主画像の
条件と、画像配置枠１７０４に対応づけられている複数の主画像の条件のうち最も重みが
大きい主画像の条件とを比較して、より重みが大きい主画像の条件が対応づけられている
画像配置枠を、主画像枠選択部１１４は主画像枠として選択する。更に、主画像枠選択部
１１４は、画像配置枠１７０２の主画像の条件と画像の内容との比較結果、および画像配
置枠１７０４の主画像の条件と画像の内容との比較結果のうち、一致した主画像の条件に
それぞれ対応づけて主画像合成情報重み格納部１２６が格納している重みの合計値が最も
大きい画像配置枠を、主画像枠として選択してもよい。例えば、画像配置枠１７０２に対
応づけられている複数の主画像の条件の重みを合計した重みの合計値と、画像配置枠１７
０４に対応づけられている複数の主画像の条件の重みの合計値とを比較して、より重みの
合計値が大きい画像配置枠を、主画像枠選択部１１４は主画像枠として選択してよい。
【０１２４】
　また、主画像選択部１１６は、主画像枠選択部１１４が選択した主画像枠に対応づけら
れている主画像の条件と最も一致する画像を、画像入力部１００が入力した複数の画像の
中から選択する。例えば、主画像選択部１１６は、画像配置枠１７０２の複数の主画像の
条件と一致する数が最も多い画像を主画像として選択してよい。また、主画像選択部１１
６は、主画像の条件のそれぞれに対応づけて主画像合成情報重み格納部１３６が格納して
いる重みのうち、最も重みの大きい主画像の条件と一致する画像を主画像として選択して
もよい。更に、主画像選択部１１６は、画像入力部１００が入力した複数の画像のうち、
画像配置枠の複数の主画像の条件と一致する少なくとも一つの主画像の条件のそれぞれに
対応づけて主画像合成情報重み格納部１３６が格納している重みを合計して、重みの合計
値が最も大きい画像を主画像として選択してもよい。
【０１２５】
　更に、従画像合成情報決定部１２２は、主画像選択部１１６が選択した主画像の内容に
応じて、主画像枠選択部１１４が選択した主画像枠を除く、他の画像配置枠１７０４、画
像配置枠１７０６、画像配置枠１７０８、および画像配置枠１７１０に配置されるべき従
画像の内容を決定する。例えば、従画像合成情報格納部１４４は、主画像の内容に応じて
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複数の従画像の条件を格納していてよい。例えば、画像配置枠１７０２に主画像が配置さ
れる場合に、画像配置枠１７０２を除く他の画像配置枠について、主画像の内容に応じた
従画像の条件が、従画像合成情報決定部１２２により決定される。例えば、従画像合成情
報決定部１２２は、主画像に含まれる主人公の服の色に応じて、従画像に含まれる人物の
服の色を決定してよい。また、従画像合成情報決定部１２２は、主画像に含まれる主人公
のポーズに応じて、従画像に含まれる人物のポーズを決定してもよい。更に、画像配置枠
１７０４に主画像が配置される場合には、画像配置枠１７０４に配置される主画像の内容
に応じて、他の画像配置枠に配置される従画像の条件が、従画像合成情報決定部１２２に
より決定される。
【０１２６】
　また、レイアウト一致度算出部１２４は、画像配置枠１７０２または画像配置枠１７０
４に主画像を配置した場合のテンプレート１７００のレイアウトの重みをそれぞれ算出し
て、よりレイアウトの重みが大きいレイアウトを、アルバム作成部１５０に供給してよい
。例えば、画像配置枠１７０２に主画像を配置した場合に、主画像の内容に応じて決定さ
れる従画像の条件に一致する従画像を、画像配置枠１７０２を除く他の画像配置枠にそれ
ぞれ配置する。そして、レイアウト一致度算出部１２４は、複数の画像配置枠のそれぞれ
について、配置される画像の内容と画像配置枠の主画像または従画像の条件とが一致する
条件の重みの合計値を算出して、算出した画像配置枠ごとの重みを、レイアウトごとに合
計する。そして、レイアウト一致度算出部１２４は、レイアウトごとに算出した重みがも
っとも大きいレイアウトを、複数の画像配置枠の主画像または従画像の条件と、主画像ま
たは従画像の内容が最も適合しているレイアウトとして、アルバム作成部１５０に供給す
る。
【０１２７】
　本実施形態に係るアルバム作成装置１０によれば、一の画像配置枠に主画像を配置した
場合に、配置された主画像の内容に応じて他の従画像枠に配置すべき従画像の条件を自動
的に決定できるので、デザイン性の高いアルバムを容易に作成できる。また、本実施形態
に係るアルバム作成装置１０によれば、テンプレートに含まれる複数の画像配置枠に対応
づけられた主画像および従画像の条件の重みを用いて、複数の画像配置枠のそれぞれを主
画像枠とした場合のレイアウトの重みを算出して、最も適切なレイアウトを自動的に選択
できるので、複数の画像配置枠にそれぞれ最も適した画像をユーザが取捨選択して配置す
ることがなく、容易にすばやくデザイン性の高いアルバムを作成できる。
【０１２８】
　図１７は、本実施形態に係るアルバム作成装置１０のハードウェア構成の一例を示す。
本実施形態に係るアルバム作成装置１０は、ホスト・コントローラ１５８２により相互に
接続されるＣＰＵ１５０５、ＲＡＭ１５２０、グラフィック・コントローラ１５７５、及
び表示装置１５８０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。
【０１２９】
　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
いて動作して、各部を制御する。グラフィック・コントローラ１５７５は、ＣＰＵ１５０
５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て
、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１５７
５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。
【０１３０】
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　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
力装置である通信インターフェイス１５３０、ハードディスクドライブ１５４０、ＣＤ－
ＲＯＭドライブ１５６０を接続する。通信インターフェイス１５３０は、ネットワークを
介して他の装置と通信する。ハードディスクドライブ１５４０は、アルバム作成装置１０
内のＣＰＵ１５０５が使用するプログラム及びデータを格納する。ＣＤ－ＲＯＭドライブ
１５６０は、ＣＤ－ＲＯＭ１５９５からプログラム又はデータを読み取り、ＲＡＭ１５２
０を介してハードディスクドライブ１５４０に提供する。
【０１３１】
　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１０が起動時に実行するブート・プログラム、ア
ルバム作成装置１０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からプログラム又はデータ
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、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。
【０１３２】
　ＲＡＭ１５２０を介してハードディスクドライブ１５４０に提供されるアルバム作成プ
ログラムは、フレキシブルディスク１５９０、ＣＤ－ＲＯＭ１５９５、又は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。アルバム作成プログラムは、記録媒
体から読み出され、ＲＡＭ１５２０を介してアルバム作成装置１０内のハードディスクド
ライブ１５４０にインストールされ、ＣＰＵ１５０５において実行される。アルバム作成
装置１０にインストールされて実行されるアルバム作成プログラムは、ＣＰＵ１５０５等
に働きかけて、アルバム作成装置１０を、図１から図１６にかけて説明した、画像入力部
１００、ユーザ指示受付部１０２、画像選択部１０４、テンプレート選択部１０６、特定
被写体情報取得部１０８、アルバム種類決定部１１０、条件比較部１１２、主画像枠選択
部１１４、主画像選択部１１６、従画像選択部１１８、分類方法格納部１２０、従画像合
成情報決定部１２２、レイアウト一致度算出部１２４、画像分類部１３０、特定被写体画
像抽出部１３２、トリミング部１３４、分類画像格納部１３５、主画像合成情報重み格納
部１３６、従画像合成情報重み格納部１３８、テンプレート格納部１４０、主画像合成情
報格納部１４２、従画像合成情報格納部１４４、アルバム作成部１５０、文字情報配置部
１５２、文字タイプ格納部１５４、アルバム出力部１５５、テンプレート表示制御部１６
０、テンプレート候補表示制御部１６２、画像表示制御部１６４、使用予約受付部１７０
、編集指示通知部１８０、表示部１９０、レイアウト表示部１９２、テンプレート表示部
１９４、および画像表示部１９６として機能させる。
【０１３３】
　以上、本発明を実施の形態を用いて説明したが、本発明の技術的範囲は上記実施の形態
に記載の範囲には限定されない。上記実施の形態に、多様な変更または改良を加え得るこ
とが当業者に明らかである。その様な変更また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】
【０１３４】
【図１】アルバム作成装置１０の機能構成を示すブロック図である。
【図２】表示部１９０の概要を示す図である。
【図３】テンプレート表示部１９４の概要を示す図である。
【図４】表示部１９０の概要を示す図である。
【図５】分類方法格納部１２０を示す図である。
【図６】画像の分類方法および画像配置の概念を示す図である。
【図７】アルバム作成装置１０の処理の流れを示すフローチャートである。
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【図８】アルバム作成装置１０の処理の流れを示すフローチャートである。
【図９】アルバム作成装置１０の機能構成を示すブロック図である。
【図１０】特定被写体情報１４００の概要を示す図である。
【図１１】テンプレート１３００の概要を示す図である。
【図１２】テンプレート１６００の概要を示す図である。
【図１３】アルバム作成装置１０の機能構成を示すブロック図である。
【図１４】テンプレート１７００の概要を示す図である。
【図１５】主画像合成情報格納部１４２の概要を示す図である。
【図１６】従画像合成情報格納部１４４の概要を示す図である。
【図１７】アルバム作成装置１０のハードウェア構成を示すブロック図である。
【符号の説明】
【０１３５】
　１０　アルバム作成装置
　１００　画像入力部
　１０２　ユーザ指示受付部
　１０４　画像選択部
　１０６　テンプレート選択部
　１０８　特定被写体情報取得部
　１１０　アルバム種類決定部
　１１２　条件比較部
　１１４　主画像枠選択部
　１１６　主画像選択部
　１１８　従画像選択部
　１２０　分類方法格納部
　１２２　従画像合成情報決定部
　１２４　レイアウト一致度算出部
　１３０　画像分類部
　１３２　特定被写体画像抽出部
　１３４　トリミング部
　１３６　主画像合成情報重み格納部
　１３８　従画像合成情報重み格納部
　１３５　分類画像格納部
　１４０　テンプレート格納部
　１４２　主画像合成情報格納部
　１４４　従画像合成情報格納部
　１５０　アルバム作成部
　１５２　文字情報配置部
　１５４　文字タイプ格納部
　１５５　アルバム出力部
　１６０　テンプレート表示制御部
　１６２　テンプレート候補表示制御部
　１６４　画像表示制御部
　１７０　使用予約受付部
　１８０　編集指示通知部
　１９０　表示部
　１９２　レイアウト表示部
　１９４　テンプレート表示部
　１９６　画像表示部
　１９８　候補画像表示部
　２００、２０２、２０４、２０６、２０８　サムネイル画像
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　２１０、２１２、２１４、２１６　サムネイル画像
　２３０、２３２、２３４、２３６　候補画像
　２５０　使用済みマーク
　２６０、２６２　使用予約マーク
　３０２、３０４、３０６、３０８、３１０　テンプレート
　３１２、３１４、３１６、３１８、３２０、３２２　テンプレート
　４００　画像データの集合
　４０２　一点鎖線
　４０４、４０６、４０８　点線
　４１０、４１２、４１４　実線
　４５０　テンプレート
　５００、５０２、５０４、５０６　配置枠
　６００　テンプレート選択ボタン
　６１０、６１２、６１４　タイトル
　７００、７０２、７０４、７０６、７０８　配置枠
　１３００　テンプレート
　１３１０、１３２０　画像配置枠
　１３１２、１３２２　合成情報
　１３１４、１３２４　文字情報
　１４００　特定被写体情報
　１４０２、１４０４、１４０６　特定被写体情報
　１４０８、１４１０、１４１２　特定被写体情報
　１５０５　ＣＰＵ
　１５１０　ＲＯＭ
　１５２０　ＲＡＭ
　１５３０　通信インターフェイス
　１５４０　ハードディスクドライブ
　１５５０　フレキシブルディスク・ドライブ
　１５６０　ＣＤ－ＲＯＭドライブ
　１５７０　入出力チップ
　１５７５　グラフィック・コントローラ
　１５８０　表示装置
　１５８２　ホスト・コントローラ
　１５８４　入出力コントローラ
　１５９０　フレキシブルディスク
　１５９５　ＣＤ－ＲＯＭ
　１６００、１７００　テンプレート
　１６０２、１６０４　トリミング画像
　１６０６、１６０８、１６１０　画像配置枠
　１７０２、１７０４、１７０６、１７０８、１７１０　画像配置枠
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【図１１】 【図１２】
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【図１３】 【図１４】

【図１５】

【図１６】 【図１７】



(43) JP 4762731 B2 2011.8.31

10

20

フロントページの続き

(72)発明者  立川　紀美子
            東京都港区西麻布２丁目２６番３０号　富士写真フイルム株式会社内
(72)発明者  舌　慎介
            東京都港区西麻布２丁目２６番３０号　富士写真フイルム株式会社内
(72)発明者  金子　康彦
            神奈川県足柄上郡開成町宮台７９８番地　富士写真フイルム株式会社内
(72)発明者  吉原　英昭
            東京都港区南青山７－８－１　富士プレゼンテック株式会社内

    審査官  村松　貴士

(56)参考文献  特開２００５－１９０４０１（ＪＰ，Ａ）　　　
              国際公開第２００４／０５５６９６（ＷＯ，Ａ１）　　
              特開２００５－２１０６８９（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００５－１８２７６７（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００３－２５９２８５（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｇ０６Ｔ　　　１／００　
              Ｇ０６Ｔ　　１１／６０　　　　　　－　１１／８０
              Ｇ０６Ｆ　　１７／３０　　　　
              Ｈ０４Ｎ　　　１／３８　　　　　　－　　１／３９３
              Ｈ０４Ｎ　　　５／７６　　　　　　－　　５／９５６


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

