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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】出来上がりイメージを確認用動画像で確認可能
な撮影装置において、撮影時のユーザインターフェース
に優れた撮影装置等を提供する。
【解決手段】撮影装置ＰＭは、撮像部１９８（ＣＲ）に
よって撮影画像又は撮影画像の背景抜き取り画像と所与
のレイアウトパターンや確認用背景画像とを確認用動画
像生成部１１４でリアルタイムに合成して表示し、撮影
画像反映領域に応じて、取り込み画像に対して回転、縮
尺変更及び位置あわせを行い、取り込み画像と背景画像
、または複数の取り込み画像を組み合わせて合成画像生
成部１１８で合成画像を生成し、確認用動画像生成部１
１４で、前記撮影画像反映領域の背景画像に対する相対
的な位置、回転及び撮影画像反映時の縮尺の少なくとも
一方に応じて、背景画像のカット領域、カット領域の配
置時の回転及び縮尺の少なくとも１つが異なる確認用背
景画像を用いて確認用動画像を生成する。
【選択図】図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　撮像部によって撮影された撮影画像に基づき撮影画像を反映させる領域である撮影画像
反映領域を少なくとも１つ含む所与のレイアウトパターンに対応した合成画像を生成する
撮影装置であって、
　撮像部によって撮影中の被写体の撮影画像又は当該撮影画像から背景を抜き取った背景
抜き取り画像と所与のレイアウトパターン又はその撮影画像反映領域に対応した確認用背
景画像とをリアルタイムに合成して表示部に表示するための確認用動画像を生成する確認
用動画像生成手段と、
　所与のタイミングにおける撮影画像又は当該撮影画像から背景を抜き取った背景抜き取
り画像を取り込み画像として保持する制御を行う手段と、
　レイアウトパターンの撮影画像反映領域に応じて、前記取り込み画像に対して回転、縮
尺変更及び位置あわせの少なくとも１つを行い、１もしくは複数の取り込み画像とレイア
ウトパターンに対応した背景画像とを組み合わせて、または複数の取り込み画像を組み合
わせて所与のレイアウトパターンに対応した合成画像を生成する合成画像生成手段と、を
含むことを特徴とする撮影装置。
【請求項２】
　請求項１において、
　前記確認用動画像生成手段は、
　前記撮影画像反映領域毎に異なる確認用背景画像を用いて確認用動画像を生成すること
を特徴とする撮影装置。
【請求項３】
　請求項１又は２のいずれかにおいて、
　前記確認用動画像生成手段は、
　前記取り込み画像と合成される背景画像の一部と同じ絵柄を含み、かつ、当該絵柄の配
置、角度及び縮尺の少なくとも１つが前記背景画像とは異なる確認用背景画像を用いて確
認用動画像を生成することを特徴とする撮影装置。
【請求項４】
　請求項１乃至３において、
　前記確認用動画像生成手段は、
　前記背景画像に対する前記撮影画像反映領域の相対的な角度に応じて、前記背景画像の
一部と同じ絵柄が回転して配置されている確認用動画像を生成することを特徴とする撮影
装置。
【請求項５】
　請求項１乃至４のいずれかにおいて、
　前記確認用動画像生成手段は、
　前記撮影画像反映領域に対する撮影画像反映時の縮尺に応じて前記背景画像の一部と同
じ絵柄が拡大又は縮小されて配置されている確認用動画像を生成することを特徴とする撮
影装置。
【請求項６】
　請求項１において、
　前記確認用動画像生成手段は、
　前記撮影画像反映領域が確認用背景画像の所定の領域に表示される確認用動画像を生成
することを特徴とする撮影装置。
【請求項７】
　請求項１乃至６のいずれかにおいて、
　前記レイアウトパターン又はその撮影画像反映領域に関連づけて、取り込み画像を背景
画像に組み合わせる際の回転情報、反映位置情報、縮尺情報の少なくとも１つを含むレイ
アウト情報が記憶され、
　前記合成画像生成手段は、
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　前記レイアウト情報に基づき、前記取り込み画像に対して回転、縮尺変更の少なくとも
１つを行って前記背景画像と組み合わせることを特徴とする撮影装置。
【請求項８】
　請求項１乃至７のいずれかにおいて、
　前記レイアウトパターン又はその撮影画像反映領域に関連づけて、確認用動画像の一部
として表示する確認用背景画像が記憶された確認用背景画像記憶手段を含み、
　前記確認用動画像生成手段は、
　レイアウトパターン又はその撮影画像反映領域に対応した確認用背景画像として、レイ
アウトパターン又はその撮影画像反映領域に対応して記憶されている確認用背景画像を用
いることを特徴とする撮影装置。
【請求項９】
　請求項８において、
　前記確認用背景画像記憶手段は、
　前記背景画像の一部と同じ絵柄を含み、かつ、当該絵柄の配置、角度及び縮尺の少なく
とも１つが前記背景画像とは異なる確認用背景画像を記憶していることを特徴とする撮影
装置。
【請求項１０】
　請求項１乃至７のいずれかにおいて、
　前記確認用動画像生成手段は、
　前記撮影画像反映領域の背景画像に対する相対的な位置、回転及び撮影画像反映時の縮
尺の少なくとも一方に応じて、背景画像から確認用背景画像に含まれる背景画像の領域を
決定し、当該領域に対して回転及び縮尺の少なくとも１つを行い確認用背景画像を生成し
て、生成した確認用背景画像を用いて確認用動画像を生成することを特徴とする撮影装置
。
【請求項１１】
　撮像部によって撮影された撮影画像に基づき撮影画像を反映させる領域である撮影画像
反映領域を少なくとも１つ含む所与のレイアウトパターンに対応した合成画像を生成する
撮影装置を制御するプログラムであって、
　撮像部によって撮影中の被写体の撮影画像又は当該撮影画像から背景を抜き取った背景
抜き取り画像と所与のレイアウトパターン又はその撮影画像反映領域に対応した確認用背
景画像とをリアルタイムに合成して表示部に表示するための確認用動画像を生成する確認
用動画像生成手段と、
　所与のタイミングにおける撮影画像又は当該撮影画像から背景を抜き取った背景抜き取
り画像を取り込み画像として保持する制御を行う手段と、
　レイアウトパターンの撮影画像反映領域に応じて、前記取り込み画像に対して回転、縮
尺変更及び位置あわせの少なくとも１つを行い、１もしくは複数の取り込み画像とレイア
ウトパターンに対応した背景画像とを組み合わせて、または複数の取り込み画像を組み合
わせて所与のレイアウトパターンに対応した合成画像を生成する合成画像生成手段として
コンピュータを機能させることを特徴とするプログラム。
【請求項１２】
　コンピュータ読み取り可能な情報記憶媒体であって、請求項１１に記載のプログラムが
記憶されていることを特徴とする情報記憶媒体。
【請求項１３】
　撮像部によって撮影された撮影画像に基づき撮影画像を反映させる領域である撮影画像
反映領域を少なくとも１つ含む所与のレイアウトパターンに対応した合成画像を生成する
撮影装置の制御方法であって、
　撮像部によって撮影中の被写体の撮影画像又は当該撮影画像から背景を抜き取った背景
抜き取り画像と所与のレイアウトパターン又はその撮影画像反映領域に対応した確認用背
景画像とをリアルタイムに合成して表示部に表示するための確認用動画像を生成する確認
用動画像生成ステップと、
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　所与のタイミングにおける撮影画像又は当該撮影画像から背景を抜き取った背景抜き取
り画像を取り込み画像として保持する制御を行うステップと、
　レイアウトパターンの撮影画像反映領域に応じて、前記取り込み画像に対して回転、縮
尺変更及び位置あわせの少なくとも１つを行い、１もしくは複数の取り込み画像とレイア
ウトパターンに対応した背景画像とを組み合わせて、または複数の取り込み画像を組み合
わせて所与のレイアウトパターンに対応した合成画像を生成する合成画像生成ステップと
、を含むことを特徴とする撮影装置の制御方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
  本発明は撮影装置、プログラム、情報記憶媒体及び撮影方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、ＣＣＤカメラ等の撮影部で撮影された被写体の画像を編集してプリントする
写真シール製造機（写真印刷装置の一例）が知られている。
【０００３】
　写真シール製造機では、被写体の画像に編集処理を行い、通常の写真とは異なる自由度
の高い写真シールを生成して楽しむことができる。
【０００４】
　最近では写真シール製造機で生成された写真を携帯電話等に送信するサービスも行われ
て、撮影して編集した画像を携帯電話等の待ち受け画像等に使用して楽しむこともできる
。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００６－１６２７１９号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　上記文献１では選択された撮影モードと撮影範囲に対応する「お勧めポーズ」画像を、
撮影準備画像記憶部から読み出し、読み出した「お勧めポーズ」画像を、カメラの近傍に
設けられ、ライブビュー画像を表示する取り込み画像表示部に表示することで、ユーザが
表示された「お勧めポーズ」画像を参考にしてポーズをとり撮影に臨む写真シール販売機
が記載されている。しかし「お勧めポーズ」を出すだけででは、出来上がる画像のバリエ
ーションも限られていた。
【０００７】
　最近では複数の撮影画像を合成して１枚の合成画像（合成写真）を生成し写真シールに
する写真シール販売機もある。しかし単に複数の撮影画像を組み合わせるだけでは、ユー
ザに飽きられてしまうので、バリエーションに富んだ合成画像を提供することが好ましい
。
【０００８】
　例えば異なるポーズ等の被写体を複数回撮影して、複数の撮影画像と背景画像を合成し
て組み合わせ画像を生成することも行われている。この様な場合、背景画像と現在撮影中
の画像を合成した確認用動画像の表示（ライブビュー表示）を行うと、出来上がり画像を
イメージしやすくなる。
【０００９】
　しかし、確認用動画像として背景画像をそのまま表示するだけであると、背景画像の撮
影画像反映領域（たとえば枠等で囲われた撮影画像を反映させる領域）の表示される位置
はまちまちとなり、表示位置に合わせて、ユーザは立ったりしゃがんだりしなければなら
なくなる。
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【００１０】
　また撮影画像を回転させて背景画像に貼り付けた状態を確認用動画像（ライブビュー画
像）で確認しようとすると、ユーザは姿勢を傾けて撮影しなければならなくなる。
【００１１】
　本発明は、以上のような課題を解決するためになされたものである。本発明のいくつか
の態様によれば、出来上がりイメージを確認用動画像で確認可能な撮影装置において、撮
影時のユーザインターフェースに優れた撮影装置、プログラム、情報記憶媒体及び撮影方
法が提供できる。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　（１）本発明は、撮像部によって撮影された撮影画像に基づき撮影画像を反映させる領
域である撮影画像反映領域を少なくとも１つ含む所与のレイアウトパターンに対応した合
成画像を生成する撮影装置であって、撮像部によって撮影中の被写体の撮影画像又は当該
撮影画像から背景を抜き取った背景抜き取り画像と所与のレイアウトパターン又はその撮
影画像反映領域に対応した確認用背景画像とをリアルタイムに合成して表示部に表示する
ための確認用動画像を生成する確認用動画像生成手段と、所与のタイミングにおける撮影
画像又は当該撮影画像から背景を抜き取った背景抜き取り画像を取り込み画像として保持
する制御を行う手段と、レイアウトパターンの撮影画像反映領域に応じて、前記取り込み
画像に対して回転、縮尺変更及び位置合わせの少なくとも１つを行い、１もしくは複数の
取り込み画像とレイアウトパターンに対応した背景画像と組み合わせて、または複数の取
り込み画像を組み合わせて所与のレイアウトパターンに対応した合成画像を生成する合成
画像生成手段と、を含む。
【００１３】
　また本発明は、上記各手段としてコンピュータを機能させるプログラムに関係する。ま
た本発明は、コンピュータ読み取り可能な情報記憶媒体であって、上記各手段としてコン
ピュータを機能させるプログラムを記憶（記録）した情報記憶媒体に関する。また本発明
は、上記各手段を実行するステップを含む撮影装置の制御方法に関する。
【００１４】
　ここにおいて撮影装置は、写真撮影装置や写真シール印刷装置でもよいし、撮影機能を
搭載した情報機器（携帯電話等の携帯用通信機器や、携帯用ゲーム機や、携帯情報端末や
、パーソナルコンピュータ等）でもよいし、例えば電子カメラ等の撮影装置でもよい。
【００１５】
　レイアウトパターンは少なくとも１つの背景画像反映領域を含む。背景画像反映領域に
は、撮影画像反映領域に対応した回転や縮尺変更が行なわれ、撮影画像反映領域に対応し
た形状に切り取られた（マスクされた）取り込み画像が配置される。
【００１６】
　撮影は、撮影画像反映領域ごとに行うようにしてもよい。確認用動画像は撮影ごとに表
示されるようにしてもよい。例えばレイアウトパターンに複数の撮影画像反映領域がある
場合には、各撮影画像反映領域の撮影毎に異なる確認用背景画像が表示されてもよい。
【００１７】
  合成画像生成手段は、レイアウトパターンにおいて今回の撮影画像を反映させる撮影画
像反映領域の属性（例えば配置位置、配置時の回転角、配置時の縮尺等）に応じて、前記
撮影画像に対して回転、縮尺変更（縮小や拡大）、位置合わせの少なくとも１つを行って
もよい。
【００１８】
　撮影画像反映領域は背景画像において枠画像で枠取りされた領域でもよい。また撮影画
像反映領域と他の領域の境界を示す枠画像等が特に設けられていなくてもよい。
【００１９】
　背景画像は、模様や枠画像や模様や表示物等を含んでもよいし、透明でもよい。
【００２０】
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　本発明によれば、背景画像反映領域毎に背景画像反映領域に応じた確認用背景画像をも
ちいた確認用動画像を表示することができる。
【００２１】
　（２）この撮影装置においては、前記確認用動画像生成手段が、前記撮影画像反映領域
毎に異なる確認用背景画像を用いて確認用動画像を生成してもよい。
【００２２】
　（３）この撮影装置においては、前記確認用動画像生成手段が、前記取り込み画像と合
成される背景画像の一部と同じ絵柄を含み、かつ、当該絵柄の配置、角度及び縮尺の少な
くとも１つが前記背景画像とは異なる確認用背景画像を用いて確認用動画像を生成しても
よい。
【００２３】
　（４）この撮影装置においては、前記確認用動画像生成手段が、前記撮影画像反映領域
の背景画像に対する相対的な角度に応じて前記背景画像の一部と同じ絵柄が回転して配置
されている確認用動画像を生成してもよい。
【００２４】
　例えば背景画像の撮影画像反映領域を含む部分を前記背景画像の一部と同じ絵柄として
、撮影時の確認用動画像表示画面（例えばライブビュー画面）において当該絵柄の撮影画
像反映領域が傾いていない状態になるように当該絵柄を回転させて配置された確認用動画
像を表示することにより、ユーザは背景画像における撮影画像反映領域の角度によって左
右に傾いたりすることなく、確認用動画像画面において、背景画像と撮影画像の合成イメ
ージを確認することができる。
【００２５】
　（５）この撮影装置においては、前記確認用動画像生成手段が、前記撮影画像反映領域
に対する撮影画像反映時の縮尺に応じて前記前記背景画像の一部と同じ絵柄が拡大又は縮
小されて配置されている確認用動画像を生成してもよい。
【００２６】
　（６）この撮影装置においては、前記確認用動画像生成手段が、前記撮影画像反映領域
が確認用背景画像の所定の領域に表示される確認用動画像を生成してもよい。
【００２７】
　例えば背景画像の撮影画像反映領域を含む部分を前記確認用背景画像に含まれる背景画
像の領域として、撮影時の確認用動画像表示画面（例えばライブビュー画面）において当
該領域が被写体の目線にあわせた位置にくるように配置された確認用動画像を表示しても
よい。
【００２８】
　例えば撮影画像反映領域が、背景画像の上部と下部にある場合、上部に対応した画像を
撮影する場合には背景画像の上部が画面中央部にくるような確認用動画像を表示し、下部
に対応した画像を撮影する場合には背景画像の下部が画面中央部にくるような確認用動画
像を表示してもよい。
【００２９】
　このようにするとユーザは背景画像に対する撮影画像反映領域の位置によって立ったり
しゃがんだりすることなく撮影を行い、確認用動画像画面において、背景画像と撮影画像
の合成イメージを確認することができる。
【００３０】
　（７）この撮影装置においては、前記レイアウトパターン又はその撮影画像反映領域に
関連づけて、取り込み画像を背景画像に組み合わせる際の回転情報、反映位置情報、縮尺
情報の少なくとも１つを含むレイアウト情報が記憶され、前記合成画像生成手段は、前記
レイアウト情報に基づき、前記取り込み画像に対して回転、縮尺変更の少なくとも１つを
行って前記背景画像と組み合わせるようにしてもよい。
【００３１】
　（８）この撮影装置においては、前記レイアウトパターン又はその撮影画像反映領域に
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関連づけて、確認用動画像の一部として表示する確認用背景画像が記憶された確認用背景
画像記憶手段を含み、前記確認用動画像生成手段がレイアウトパターン又はその撮影画像
反映領域に対応した確認用背景画像として、レイアウトパターン又はその撮影画像反映領
域に対応して記憶されている確認用背景画像を用いるようにしてもよい。
【００３２】
　この様にするとリアルタイムに確認用背景画像を生成する場合に比べ処理負荷が少なく
なる。
【００３３】
　（９）この撮影装置においては、前記確認用背景画像記憶手段が、前記背景画像の一部
と同じ絵柄を含み、かつ、当該絵柄の配置、角度及び縮尺の少なくとも１つが前記背景画
像とは異なる確認用背景画像を記憶していてもよい。
【００３４】
　（１０）この撮影装置においては、前記確認用動画像生成手段が、前記撮影画像反映領
域の背景画像に対する相対的な位置、回転及び撮影画像反映時の縮尺の少なくとも一方に
応じて、背景画像から確認用背景画像に含まれる背景画像の領域を決定し、当該領域に対
して回転及び縮尺の少なくとも１つを行い確認用背景画像を生成して、生成した確認用背
景画像を用いて確認用動画像を生成してもよい。
【図面の簡単な説明】
【００３５】
【図１】本実施形態の写真印刷装置の外観の一例を示す斜視図。
【図２】本実施形態の写真印刷装置の外観の一例を示す斜視図。
【図３】本実施形態の写真印刷装置の外観の一例を示す斜視図。
【図４】本実施形態の写真印刷装置のブロック図の一例。
【図５】本実施の形態のコラージュ画像について説明するための図。
【図６】図６（Ａ）～（Ｃ）は、コラージュ撮影モードにおける撮影手法ついて説明する
ための図。
【図７】コラージュ撮影モードにおける撮影手法ついて説明するための図。
【図８】コラージュ撮影モードにおける撮影手法ついて説明するための図。
【図９】図９（Ａ）～（Ｃ）は各撮影画像反映領域に対応して表示される確認用背景画像
について説明するための図。
【図１０】図１０（Ａ）（Ｂ）は、本実施の形態のレイアウト情報について説明するため
の図。
【図１１】レイアウト情報に基づき取り込み画像を背景画像に配置する手法について説明
するための図。
【図１２】レイアウト情報に基づき取り込み画像を背景画像に配置する手法について説明
するための図。
【図１３】本実施の処理の流れを示すフローチャート。
【図１４】取り込み画像取得処理の詳細な流れを示すフローチャート。
【図１５】合成画像生成処理の詳細な流れを示すフローチャート。
【図１６】図１６（Ａ）（Ｂ）は取り込み画像を示す図。
【図１７】撮影画像が回転されて貼り付けられる様子を示す図。
【図１８】図１８（Ａ）（Ｂ）は取り込み画像を示す図。
【図１９】取り込み画像が縮小して貼り付けられる様子を示す図。
【図２０】コラージュ撮影モードにおける撮影手法ついて説明するための図。
【図２１】コラージュ撮影モードにおける撮影手法ついて説明するための図。
【発明を実施するための形態】
【００３６】
　以下、本発明の好適な実施の形態について図面を用いて説明する。
【００３７】
　１．撮影装置の構成
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　図１は、本実施形態の撮影装置ＰＭ（画像印刷装置の一例）の外観の一例を示す斜視図
である。図１に示すように、本実施形態の撮影装置ＰＭは、代価受付部ＲＭと、撮像部Ｃ
Ｍと、編集操作受付部ＥＭと、写真シール提供部ＰＢとを有する。
【００３８】
　図１に示す代価受付部ＲＭは、ユーザが本実施形態の撮影装置ＰＭを利用する際に最初
に接するものであり、撮影装置ＰＭを利用するための代価を投入するためのものである。
【００３９】
　図１に示す撮像部ＣＭは、上述した代価受付部ＲＭに対して代価の投入を行ったユーザ
の画像を撮像するためのものであり、上述した代価受付部ＲＭとは異なる位置に設けられ
ている。本実施形態では撮像部ＣＭは、画像の背景に周囲の景色が写りこまないように、
また、撮像されているユーザが周囲から見えないように、シートＳＴで周囲が覆われてい
る。
【００４０】
　図２は、本実施形態の撮影装置ＰＭのシートＳＴを取り除いた状態の外観を、撮像部Ｃ
Ｍの前面が右正面となるように示した斜視図である。
【００４１】
　図２に示すように撮像部ＣＭの前面上部には、撮像領域ＣＡに位置するユーザの画像を
撮像するカメラＣＲが設けられている。カメラＣＲは、例えばＣＣＤカメラ、Ｃ－ＭＯＳ
カメラ、又はビデオカメラなどにより実現できる。カメラＣＲは、被写体を正面方向から
撮影するもので、撮像部として機能する。
【００４２】
　また撮像部ＣＭの前面上部から中部には、撮像領域ＣＡに位置するユーザを照明する撮
像用照明部ＣＬが設けられている。この撮像用照明部ＣＬは、カメラＣＲがユーザの画像
の撮像を開始した場合に点灯するように制御される。そして、カメラＣＲがユーザの画像
を撮像している間、ユーザを照明し続けるように制御される。
【００４３】
　また撮像部ＣＭの前面中部には、撮像領域ＣＡに位置するユーザに対して、カメラＣＲ
が撮像している画像を表示する撮像用モニタＣＭＮ（表示部の一例）が設けられている。
本実施形態ではカメラＣＲが画像の撮像を開始すると、撮像用モニタＣＭＮは、撮像領域
ＣＡに位置するユーザの画像をリアルタイムの動画として表示する。これによりユーザは
、カメラＣＲが撮像しているユーザの画像を撮像用モニタＣＭＮにより確認することがで
きる。撮像用モニタＣＭＮは、ユーザの視点から見下ろす高さに、ユーザに対してその表
示画面がほぼ正対するように、筺体に取り付けられている。カメラＣＲで撮影された映像
は撮像用モニタＣＭＮに表示され、ユーザはこの撮像用モニタＣＭＮに表示された映像を
見て自身のポーズが適当か否かを確認することができる。
【００４４】
　また撮像用モニタＣＭＮは、接触位置を検出できるタッチセンサパネルが積層されたタ
ッチパネル式モニタにより構成されており、ユーザが撮像用モニタＣＭＮを触ることによ
り操作入力を行うことができる。
【００４５】
　そして、ユーザの画像の撮像が開始されてから所定時間が経過するとユーザの画像の撮
像を終了する。そして、撮像領域ＣＡに位置するユーザに対して、編集操作受付部ＥＭの
前側の領域である編集領域ＥＡ（第３の領域の一例）に移動する案内を行う。
【００４６】
　図１に示す編集操作受付部ＥＭは、上述した撮像部ＣＭにおいて画像を撮像したユーザ
が、撮像した画像を編集するための操作を行うためのものであり、上述した撮像部ＣＭと
は異なる位置に設けられている。本実施形態では編集操作受付部ＥＭは、編集操作を行っ
ているユーザが周囲から見えないように、シートＳＴで周囲が覆われている。特に本実施
形態では編集操作受付部ＥＭとして、第１の編集操作受付部ＥＭ１と第２の編集操作受付
部ＥＭ２とが設けられている。図３は、本実施形態の撮影装置ＰＭのシートＳＴを取り除
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いた状態の外観を、第１の編集操作受付部ＥＭ１の前面が右正面となるように示した斜視
図である。
【００４７】
　図３に示すように第１の編集操作受付部ＥＭ１の前面中央部には、第１の編集操作受付
部ＥＭ１の前側の領域である編集領域ＥＡ１（第３の領域の一例）に位置するユーザに対
して、シールに印刷する静止画として決定した画像を表示しつつ、表示した画像を編集す
るための操作を受け付けるタッチパネル式の編集用モニタＥＭＮが設けられている。
【００４８】
　本実施形態では、編集用モニタＥＭＮの左右にそれぞれタッチペンＴＰが用意されてお
り、ユーザはタッチペンＴＰの先端を編集用モニタＥＭＮの任意の位置に接触させること
により、決定した画像に合成する線図を描いたり、模様や図柄のテンプレート（スタンプ
画像）を選択してこれを画像に配置して、シールに印刷する静止画を編集する。
【００４９】
　なお本実施形態では、図３に示す第１の編集操作受付部ＥＭ１の背面側に、第１の編集
操作受付部ＥＭ１と同様の構成を有する第２の編集操作受付部ＥＭ２が設けられ、第２の
編集操作受付部ＥＭ２の前側の領域である編集領域ＥＡ２（第４の領域の一例）に位置す
るユーザに対して、シールに印刷する静止画として決定した画像を表示しつつ、表示した
画像を編集するための操作を受け付ける。
【００５０】
　そして、画像の編集操作の受け付けが開始されてから所定時間が経過するか、ユーザの
操作により編集操作の終了が選択されると、画像の編集操作の受け付けを終了する。そし
て、編集領域ＥＡ１又は編集領域ＥＡ２に位置するユーザに対して、写真シール提供部Ｐ
Ｂ（印刷物提供部の一例）の前側の領域である取出領域ＰＡ（第５の領域の一例）に移動
するように案内する。
【００５１】
　そして図３に示すように、第１の編集操作受付部ＥＭ１の左側面には、編集された画像
をシールに印刷した写真シール（印刷物の一例）をユーザに提供する写真シール提供部Ｐ
Ｂが設けられている。本実施形態では、取出領域ＰＡに位置するユーザに対して写真シー
ルを提供するように、写真シール提供部ＰＢの前面に写真シール取出口ＰＯが設けられて
いる。
【００５２】
　図４は、本実施形態の撮影装置ＰＭのブロック図の一例である。なお、撮影装置は、図
４の構成要素（各部）を全て含む必要はなく、その一部を省略した構成としてもよい。
【００５３】
　撮像部１９８は、被写体を撮影するためのもので、例えばＣＣＤカメラ、ＣＭＯＳカメ
ラ、又はビデオカメラなどにより実現できる。
【００５４】
　操作部１６０（ポインティングデバイス、レバー、ボタン等）は、ユーザが編集用コン
テンツ選択メニューの選択操作や編集操作を行うためのものである。
【００５５】
　記憶部１７０（ＲＡＭ）は、処理部１００や通信部１９６などのワーク領域となるもの
である。
【００５６】
　情報記憶媒体１８０（ＣＤ、ＤＶＤ、ＨＤＤ、ＲＯＭなどのコンピュータにより読み取
り可能な媒体）は、プログラムやデータなどを格納するものである。この情報記憶媒体１
８０には、本実施形態の各部としてコンピュータを機能させるためのプログラム（各部の
処理をコンピュータに実行させるためのプログラム）が記憶される。
【００５７】
　ディスプレイ１９０は画像を表示するものであり、例えば図２の撮像用モニタＣＭＮや
編集用ディスプレイ等である。
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【００５８】
　撮像用モニタＣＭＮは、例えばタッチパネル等が用いられ、ディスプレイに表示された
入力用のボタンに、ユーザが指を接触させることにより、各種指示入力（例えばコラージ
ュ背景の選択や撮影モードの選択等）を行うことができるように構成されている。
【００５９】
　編集用ディスプレイとしては、例えば液晶タブレットやタッチパネル等が用いられ、タ
ッチペン（ポインティングデバイスの一例）等の先端をディスプレイ表面に接触させ、文
字や図形を描くことにより手書き画像を入力できるようになっている。また予め用意され
た星マークやハートマーク等のスタンプ画像を選択して、タッチペンの先端をディスプレ
イ表面に接触させることによりスタンプ画像を入力できるようになっている。
【００６０】
　音出力部１９２は音声、ゲーム音などの音を出力するものである。
【００６１】
　携帯型情報記憶装置１９４は、ユーザの個人データや編集用のセーブデータなどが記憶
されるものである。
【００６２】
　印刷部１９５は、撮影された画像を印刷媒体（シール紙、印画紙、プラスチック板又は
記録層）に画像を印刷する処理を行う。この場合の印刷方式としては昇華型、熱転写型、
インクジェット方式、レーザプリント方式などの種々の方式がある。また印刷用のプリン
タとしては、インクジェット式プリンタ、レーザープリンタ、昇華型プリンタ、熱転写型
プリンタ、溶融型プリンタ、サーマルプリンタ、印画紙プリンタ、インスタントフィルム
プリンタ等を用いるようにしてもよい。
【００６３】
　処理部１００（プロセッサ）は、操作部１６０からの操作データやプログラムなどに基
づいて、ゲーム処理、画像生成処理、或いは音生成処理などの各種の処理を行う。この場
合、処理部１００は、記憶部１７０内の主記憶部１７２をワーク領域として使用して、各
種の処理を行う。この処理部１００の機能は、各種プロセッサ（ＣＰＵ、ＤＳＰ等）又は
ＡＳＩＣ（ゲートアレイ等）などのハードウェアや、プログラム（ゲームプログラム）に
より実現できる。
【００６４】
　処理部１００は、コラージュ撮影制御部１１０、編集処理部１２０、画像生成部１３０
、音生成部１４０を含む。
【００６５】
　編集処理部１２０は、操作部１６０からの編集用の入力情報等に基づき、取り込まれた
画像やコラージュ撮影制御部１１０によって生成されたコラージュ画像に対して編集処理
を行う。
【００６６】
　画像生成部１３０は、撮影や編集の結果に基づいて画像を生成し、ディスプレイ１９０
に出力する。
【００６７】
　音生成部１４０は、処理部１００で行われる種々の処理の結果に基づいて音処理を行い
、ＢＧＭ、効果音、又は音声などのゲーム音を生成し、音出力部１９２に出力する。
【００６８】
　コラージュ撮影制御部１１０は、背景抜き取り画像生成部１１２、確認用動画像生成部
１１４、取り込み画像保持制御部１１６、合成画像生成部１１８を含む。確認用動画像生
成部１１４は、撮像部１９８によって撮影中の被写体の撮影画像又は当該撮影画像から背
景を抜き取った背景抜き取り画像と所与のレイアウトパターン又はその撮影画像反映領域
に対応した確認用背景画像とをリアルタイムに合成して表示部に表示するための確認用動
画像を生成する。また取り込み画像保持部１１６は、所与のタイミングにおける撮影画像
又は当該撮影画像から背景を抜き取った背景抜き取り画像を取り込み画像として保持する
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制御を行う。合成画像生成部１１８は、レイアウトパターンの撮影画像反映領域に応じて
、前記取り込み画像に対して回転、縮尺変更及び位置あわせの少なくとも１つを行い、１
もしくは複数の取り込み画像とレイアウトパターンに対応した背景画像とを組み合わせて
、または複数の取り込み画像を組み合わせて所与のレイアウトパターンに対応した合成画
像を生成する。また背景抜き取り画像生成部１１２は、撮影画像から背景を抜き取った背
景抜き取り画像を生成する。
【００６９】
　確認用動画像生成部１１４は、撮影画像反映領域毎に異なる確認用背景画像を用いて確
認用動画像を生成してもよい。また確認用動画像生成部１１４は、前記取り込み画像と合
成される背景画像の一部と同じ絵柄を含み、かつ、当該一部の画像の配置、角度及び縮尺
の少なくとも１つが前記背景画像とは異なる確認用背景画像を用いて確認用動画像を生成
してもよい。また確認用動画像生成部１１４は、前記撮影画像反映領域の背景画像に対す
る相対的な回転度合いに応じて前記背景画像の一部と同じ絵柄が回転して配置されている
確認用動画像を生成してもよい。また確認用動画像生成部１１４は、撮影画像反映領域に
対する撮影画像反映時の縮尺に応じて前記背景画像の一部と同じ絵柄が拡大又は縮小され
て配置されている確認用動画像を生成してもよい。また確認用動画像生成部１１４は、撮
影画像反映領域が確認用背景画像の所定の領域に表示される確認用動画像を生成してもよ
い。
【００７０】
　また前記レイアウトパターン又はその撮影画像反映領域に関連づけて、取り込み画像を
背景画像に組み合わせる際の回転情報、反映位置情報、縮尺情報の少なくとも１つを含む
レイアウト情報が記憶され（例えば記憶部１７０に記憶されていてもよい）、合成画像生
成部１１８は、レイアウト情報に基づき、前記取り込み画像に対して回転、縮尺変更の少
なくとも１つを行って前記背景画像と組み合わせるようにしてもよい。
【００７１】
　また前記レイアウトパターン又はその撮影画像反映領域に関連づけて、確認用動画像の
一部として表示する確認用背景画像が記憶された確認用背景画像記憶部（例えば記憶部１
７０に記憶されていてもよい）を含み、確認用動画像生成部１１４は、レイアウトパター
ン又はその撮影画像反映領域に対応した確認用背景画像として、レイアウトパターン又は
その撮影画像反映領域に対応して記憶されている確認用背景画像を用いるようにしてもよ
い。記憶部１７０には、前記背景画像の一部と同じ絵柄を含み、かつ、当該絵柄の配置、
角度及び縮尺の少なくとも１つが前記背景画像とは異なる確認用背景画像が記憶されてい
てもよい。
【００７２】
　確認用動画像生成手段部１１４は、撮影画像反映領域の背景画像に対する相対的な位置
、回転及び撮影画像反映時の縮尺の少なくとも一方に応じて、背景画像から確認用背景画
像に含まれる背景画像の領域を決定し、当該領域に対して回転及び縮尺の少なくとも１つ
を行い確認用背景画像を生成して、生成した確認用背景画像を用いて確認用動画像を生成
してもよい。 
【００７３】
　通信部１９６は、インターネットなどのネットワークを介してデータを送信又は受信す
る処理を行う。より具体的には、通信部１９６は、カメラの撮影画像により生成されたデ
ータを、ネットワークを介して外部のサーバなどに送信する。このようにすればユーザ（
被写体）は、自身が被写体となっている画像のデータを、自分の家のパーソナルコンピュ
ータにサーバからダウンロードすることが可能になる。そしてダウンロードした画像デー
タに基づいて、自分の家のプリンタを用いて、紙やシールに画像を印刷して出力すること
が可能になる。またユーザが撮影した画像をサーバに保存しておき、撮影装置にダウンロ
ードして印刷して出力することも可能である。
【００７４】
　この通信部１９６の機能は、例えば通信用のデバイス（ＩＣ）などのハードウェアや、
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通信用のプログラムなどにより実現できる。なお印刷部１９５、通信部１９６のいずれか
一方を設けない構成としてもよい。
【００７５】
　なお本実施形態の撮影装置は、固定された筐体である装置でもよいし、携帯用の装置で
もよい。
【００７６】
　なお本実施形態の撮影装置で撮影される被写体は人間には限定されない。
【００７７】
　また本実施形態の撮影装置を、ユーザの撮影画像をゲームに使用するようなタイプのゲ
ーム装置に利用することも可能である。即ち本実施形態の撮影装置を、ゲーム装置の画像
取り込み装置として機能させることも可能である。
【００７８】
　２．コラージュ撮影処理
　２－１．コラージュ画像
　本実施の形態では撮影画像を背景画像と組み合わせてコラージュ画像を生成するコラー
ジュ撮影モードが用意されている。
【００７９】
　図５は、本実施の形態のコラージュ画像について説明するための図である。
【００８０】
　本実施の形態のコラージュ画像３３０は、１又は複数の取り込み画像３１０、３２０と
コラージュ画像のレイアウトパターンに対応した背景画像３００とを組み合わせて作る合
成画像である。背景画像３００は、模様や絵柄や枠画像（図５の３０３や３０５）が付さ
れた画像でもよいし、透明な画像でもよい。背景画像は１又は複数の撮影画像反映領域３
０２，３０４を含む。撮影画像反映領域３０２，３０４は取り込み画像３１０、３２０を
反映させる領域（例えば貼り付ける領域）である。ここで取り込み画像とは、撮影画像で
もよいし、撮影画像から背景を抜き取った背景抜き取り画像でもよい。また撮影画像を左
右反転させた画像でもよいし、左右反転させた撮影画像の背景抜き取り画像でもよい。
【００８１】
　本実施の形態では取り込み画像を回転させたり、拡大縮小させたりして撮影画像反映領
域３０２，３０４に貼り付けることができる。ここでは取り込み画像３１０，３２０を回
転させて背景画像３００の撮影画像反映領域３０２，３０４に貼り付けて、コラージュ画
像３３０の撮影画像反映領域３３２，３３４に反映させる例を示している。コラージュ画
像の撮影画像反映領域には、取り込み画像３１０、３２０を回転させて枠取りした（枠で
切り抜いた）画像が貼り付けられている（３３２，３３４参照）。枠取りは枠に応じたマ
スク画像を用意しておいて、マスク画像を用いて取り込み画像の枠外に当たる部分を透明
にすること等によって実現することができる。
【００８２】
　２－２．コラージュ撮影モードにおける撮影手法
　図６（Ａ）～（Ｃ）、図７、図８は、コラージュ撮影モードにおける撮影手法について
説明するための図である。
【００８３】
　図６（Ａ）～（Ｃ）は、コラージュ撮影モードにおいて選択可能なサンプル画像を示し
ている。サンプル画像は、作成したいコラージュ画像のレイアウトパターンと出来上がり
イメージを示す画像であり、モデルの画像がレイアウトパターンに従って背景画像に合成
されている画像である。ユーザは所望のサンプル画像を選択してコラージュ画像を作成す
ることができる。
【００８４】
　図６（Ａ）は、第１のレイアウトパターンの第１のコラージュサンプル画像２１０であ
る。第１のコラージュサンプル画像２１０によって、第１のレイアウトパターンに対応し
た背景画像２１２と出来上がりイメージを把握することができる。第１のレイアウトパタ



(13) JP 2011-10150 A 2011.1.13

10

20

30

40

50

ーンに対応した背景画像２１２は、撮影画像反映領域２１４、２１６を含む。撮影画像反
映領域２１４、２１６には、サンプルのモデル画像が表示されているが、ここには、図５
で説明したように撮影画像（被写体画像）に対応した取り込み画像（図５の３１０、３２
０等）が貼り付けられる（反映される）。ここで撮影画像反映領域２１４，２１６を枠取
りするハートマークは回転した状態（背景画像の外枠の長方形の縦の辺に対して基準状態
のハートマークが回転した状態）で配置されているため、この撮影画像反映領域２１４，
２１６には、取り込み画像が回転されて貼り付けられている。
【００８５】
　図６（Ｂ）は、第２のレイアウトパターンを示す第２のコラージュサンプル画像２２０
である。第２のコラージュサンプル画像２２０によって、第２のレイアウトパターンに対
応した背景画像２２２と出来上がりイメージを把握することができる。第２のレイアウト
パターンに対応した背景画像２２２は、撮影画像反映領域２２４、２２６を含む。撮影画
像反映領域２２４、２２６には、サンプルのモデル画像が表示されているが、ここには例
えば図１６（Ａ）（Ｂ）に示すような取り込み画像（被写体の撮影画像またはその背景抜
き取り画像又はそれらを左右反転させた画像）が貼り付けられる（反映される）。ここで
撮影画像反映領域２２４の枠となる長方形（ここでは右上と右下の端が切れた状態の画像
である）は回転した状態（背景画像の外枠の長方形の縦の辺に対して基準状態の長方形２
２４が回転した状態）で配置されているため、撮影画像反映領域２２４には、図１７に示
すように取り込み画像が回転されて貼り付けられている。
【００８６】
　図６（Ｃ）は、第３のレイアウトパターンの第３のコラージュサンプル画像２３０であ
る。第３のコラージュサンプル画像２３０は、背景画像２３２（箱画像２３３を含む）と
撮影画像反映領域２３４、２３６を含む。撮影画像反映領域２３４、２３６には、特に枠
取りされずにサンプルのモデル画像が表示されているが、ここには、例えば図１８（Ａ）
（Ｂ）に示すような取り込み画像が貼り付けられる（反映される）。ここで撮影画像反映
領域２３４と撮影画像反映領域２３６は取り込み画像を貼り付ける際の縮尺が異なってい
るので、図１９に示すように、撮影画像反映領域２３６に取り込み画像が縮小されて貼り
付けられる。
【００８７】
　図７、図８は、第１のコラージュサンプル画像が選択された場合の撮影画面（撮影時に
図１の撮像用モニタＣＭＮに表示される画像について説明するための図である。第１のコ
ラージュサンプル画像は２つの撮影画像反映領域を有するため、各撮影画像反映領域に反
映させる被写体画像を撮影するために、少なくとも２回の撮影が行われる。
【００８８】
　図７は１回目の撮影画面２００－１（第１の撮影画像反映領域に反映させる被写体画像
を撮影する際の撮影画面）の様子を示している。撮影画面２００－１の向かって左上には
、コラージュサンプル画像２１０－１が表示されている。ユーザはこれを見ることによっ
てこれから撮影する画像の出来上がりイメージを想像してポーズをとることができる。な
おコラージュサンプル画像２１０－１には２つの撮影画像反映領域があるが、１回目の撮
影時には第１の撮影画像反映領域２１４－１に反映させる被写体画像を撮影するので、第
１の撮影画像反映領域２１４－１に対応する部分を他の領域とは異なる表示態様で表示す
る構成としてもよい。例えば第１の撮影画像反映領域２１４－１を通常表示とし他の領域
を網かけ状態や半透明状態で表示してもよい。
【００８９】
　２５０－１は１回目の撮影時のライブビュー画像（確認用動画像の一例）である。ライ
ブビュー画像２５０－１には、第１の撮影画像反映領域２１４－１に対応した確認用背景
画像２５２が表示されている。そして確認用背景画像２５２の撮影画像反映領域２５４に
は、現在撮影中の被写体画像から背景を抜き取った背景抜き取り画像がリアルタイムの動
画像として表示される。
【００９０】
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　背景抜き取り画像は、例えば撮影画像を左右反転させて生成するようにしてもよい。こ
のようにすると背景抜き取り画像が正面に鏡がある場合と同じような画像となるので、（
ユーザの正面にカメラ及び表示部がある場合には、）このようにするほうがユーザの位置
や方向感覚と合っていて、位置合わせが行いやすい。
【００９１】
　背景抜き取り画像は、抜き取り色を背景として撮像部で撮影中の被写体の画像を現在画
像として取り込んで、現在画像から抜き取ることで背景部分を抜き取った画像をリアルタ
イムに生成してもよい。
【００９２】
　抜き取り色の抜き取り処理は、例えばクロマキー処理で実現してもよいし、マスク処理
で実現してもよい。クロマキーとは画像の中からある特定色（抜き取り色）をもつ領域を
抜き出し、そこに他の画像を埋め込む手法である。なお他の画像を埋め込む手法としては
、特定色をもつ領域のα値（透明度を表す値とする）を１にして、他の画像と半透明合成
（例えばαブレンディング処理）を行うことにより実現することができる。
【００９３】
　マスク処理とは画像の特定の領域（本発明の場合には抜き取り色の領域）の画素値をす
べて１にして、他の部分をすべて０にしたマスク画像を作成し、このマスク画像の０の部
分には画像Ａを、マスク画像の１の部分には画像Ｂを埋め込むことにより両画像を合成す
る手法である。
【００９４】
　ここで第１の撮影画像反映領域２１４－１に対応した確認用背景画像２５２は予め用意
しておいてもよいし、第１のレイアウトパターンの背景画像に基づきリアルタイムに生成
してもよい。
【００９５】
　レイアウトパターン又はその撮影画像反映領域に対応した確認用背景画像は、背景画像
の一部を切り取り回転させて表示画面の所定位置に貼り付けた画像でもよい。撮影時の確
認用動画像表示画面（例えばライブビュー画面）において背景画像の撮影画像反映領域が
被写体の目線にあわせた位置にくるように回転、位置あわせ、縮小、又は拡大された背景
画像の一部を含む確認用背景画像を表示してもよい。
【００９６】
　ここで第１の撮影画像反映領域２１４－１は背景画像の左上付近の領域であるが、確認
用背景画像２５２では、第１の撮影画像反映領域に対応する領域２５４は、確認用背景画
像２５２の中央付近に表示されている。ここで被写体が通常の姿勢でカメラに正対した状
態で被写体がライブビュー画像の中央付近に表示されると仮定すれば、ユーザは通常の姿
勢でカメラに正対することによりユーザの画像をハート型の枠に収めることができる。従
ってユーザは背景画像の第１の撮影画像反映領域２１４－１の位置に合わせて体を左上方
向に向ける必要はなく、コラージュ画像撮影時に使い勝手のよいユーザインターフェース
を提供することができる。
【００９７】
　また背景画像の第１の撮影画像反映領域２１４－１はハート型の枠が傾いた状態である
が、確認用背景画像２５２ではハート型の枠は傾かない状態で表示されている（背景画像
の外枠が傾いたイメージで表示されている）。この様に本実施の形態ではコラージュサン
プル画像２１０－１に示すように撮影画像を所定の回転角θだけ回転させて撮影画像反映
領域に反映させる場合（２１４参照）には、２５０－１に示すようにライブビュー画像に
おいて背景画像の方が所定の回転角θとは逆向きに傾いた状態で表示される。
【００９８】
　従ってユーザは通常の状態でカメラに正対することで、傾かない状態のハート型の枠に
自身の画像を納めることができるため、撮影時に体を傾けなくても、ライブビュー画像で
、背景画像と撮影画像の合成イメージを確認することができる。
【００９９】
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　図８は２回目の撮影画面２００－２（第２の撮影画像反映領域に反映させる被写体画像
を撮影する際の撮影画面）の様子を示している。撮影画面２００－２の例えば向かって左
上には、コラージュサンプル画像２１０－２が表示されている。ユーザはこれを見ること
によってこれから撮影する画像の出来上がりイメージを想像してポーズをとることができ
る。なおコラージュサンプル画像２１０－２には２つの撮影画像反映領域があるが、２回
目の撮影時には第２の撮影画像反映領域に反映させる被写体画像を撮影するので、第２の
撮影画像反映領域２１６－２に対応する部分を他の領域とは異なる表示態様で表示する構
成としてもよい。例えば第２の撮影画像反映領域２１６－２を通常表示とし他の領域を網
かけ状態や半透明状態で表示してもよい。
【０１００】
　２５０－２は２回目の撮影時のライブビュー画像である。ライブビュー画像には、第２
の撮影画像反映領域２１６－１に対応した確認用背景画像２５６が表示されている。そし
て背景画像２５６の撮影画像反映領域に対応する領域２５８には、現在撮影中の被写体画
像から背景を抜き取った背景抜き取り画像が表示される。
【０１０１】
　背景抜き取り画像は、例えば撮影画像を左右反転させて生成するようにしてもよい。こ
のようにすると背景抜き取り画像が正面に鏡がある場合と同じような画像となるので、（
ユーザの正面にカメラ及び表示部がある場合には、）このようにするほうがユーザの位置
や方向感覚と合っていて、位置合わせが行いやすい。
【０１０２】
　ここで第２の撮影画像反映領域２１６－１に対応した確認用背景画像２５６は予め用意
しておいてもよいし、第１のレイアウトパターンの背景画像に基づきリアルタイムに生成
してもよい。
【０１０３】
　ここで第２の撮影画像反映領域２１６－２は背景画像の右下付近の領域であるが、確認
用背景画像２５６では、第２の撮影画像反映領域に対応する領域２５８は、確認用背景画
像２５６の中央付近に表示されている。ここで被写体が通常の姿勢でカメラに正対した状
態で被写体がライブビュー画像の中央付近に表示されると仮定すれば、ユーザは通常の姿
勢でカメラに正対することによりユーザの画像をハート型の枠に収めることができる。従
ってユーザは背景画像の第２の撮影画像反映領域２１６－２の位置に合わせて体を右下方
向に向ける必要はなく、コラージュ画像撮影時に使い勝手のよいユーザインターフェース
を提供することができる。
【０１０４】
　この様に本実施の形態によれば例えば撮影画像反映領域が、背景画像の上部と下部に位
置する場合、図７に示すような上部の撮影画像反映領域２１４－１に対応した画像を撮影
する場合には背景画像の上部が中央部にくるようなライブビュー画像が表示され、図８に
示すような下部の撮影画像反映領域２１６－２に対応した画像を撮影する場合には背景画
像の下部の撮影画像反映領域付近が中央部にくるようなライブビュー画像が表示される。
従って、ユーザは上部の撮影画像反映領域に対応した撮影を行う場合には背伸びし、下部
の撮影画像反映領域に対応した撮影を行う場合にはしゃがむ等の動作をしなくてもライブ
ビュー画像において、背景画像と撮影画像の合成イメージを確認することができる。
【０１０５】
　また撮影画像反映領域２１４－１、２１６－２はハート型の枠が傾いた状態であるが、
確認用背景画像２５８ではハート型の枠は傾かない状態で表示されている（背景画像の外
枠が傾いたイメージで表示されている）。この様に本実施の形態ではコラージュサンプル
画像２１０－１に示すように撮影画像を所定の回転角θだけ回転させて撮影画像反映領域
に反映させる場合（２１４参照）には、２５０－１に示すようにライブビュー画像におい
て背景画像の方が所定の回転角θとは逆向きに傾いた状態で表示される。
【０１０６】
　従ってユーザは通常の状態でカメラに正対することで、傾かない状態のハート型の枠に
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自身の画像を納めることができるため、撮影時に体を傾けなくても、ライブビュー画像で
、背景画像と撮影画像の合成イメージを確認することができる。
【０１０７】
　図９（Ａ）～（Ｃ）は各撮影画像反映領域に対応して表示される確認用背景画像につい
て説明するための図である。
【０１０８】
　図９（Ａ）の３５０は第１のレイアウトパターンに対応する背景画像である。図９（Ｂ
）は、第１のレイアウトパターンの第１の撮影画像反映領域３５２に対応した第１の確認
用背景画像３６０である。第１の確認用背景画像３６０は第１のレイアウトパターンに対
応する背景画像３５０の一部（枠３５７で囲まれる部分で、第１の撮影画像反映領域３５
２を含む領域）を含む画像（図９（Ａ）の３５３参照）である。第１の確認用背景画像３
６０は、図９（Ａ）の３５７に示す絵柄を含む。しかし第１の確認用背景画像３６０にお
ける背景画像の一部と同じ絵柄の配置、角度及び縮尺の少なくとも１つが前記背景画像３
５０とは異なっている。
【０１０９】
　図９（Ｃ）は、第１のレイアウトパターンの第２の撮影画像反映領域３５４に対応した
第２の確認用背景画像３７０である。第２の確認用背景画像３７０は第１のレイアウトパ
ターンに対応する背景画像３５０の一部（枠３５９で囲まれる部分で、第２の撮影画像反
映領域３５４を含む領域）を含む画像（図９（Ａ）の３５５参照）である。第２の確認用
背景画像３７０では、図９（Ａ）の３５５に示す絵柄を含む。しかし第２の確認用背景画
像３７０における背景画像の一部と同じ絵柄の配置、角度及び縮尺の少なくとも１つが前
記背景画像３５０とは異なっている。
【０１１０】
　枠３５７，３５９で囲まれる部分の絵柄（以下、絵柄３５７，３５９という）は、撮影
画像反映領域の背景画像に対する相対的な位置、角度及び撮影画像反映時の縮尺の少なく
とも一方に応じて決定されるようにしてもよい。
【０１１１】
　またレイアウトパターンが選択された時にレイアウトパターンに対応づけて記憶されて
いる背景画像３５０を用いて、撮影画像反映領域３５２，３５４の背景画像３５０に対す
る相対的な位置、角度及び撮影画像反映時の縮尺の少なくとも一方に応じて、絵柄３５７
、３５９を決定し、当該絵柄３５７、３５９に対して回転及び縮尺変更の少なくとも１つ
を行い確認用背景画像３６０、３７０を生成してもよい。
【０１１２】
　また例えば上記手法により、撮影画像反映領域に対応した確認用背景画像を予め作成し
ておいて、レイアウトパターン又はその撮影画像反映領域に関連づけて、記憶させておい
てもよい。
【０１１３】
　図２０、図２１は、第３のコラージュサンプル画像が選択された場合の撮影画面（撮影
時に図１の撮像用モニタＣＭＮに表示される画像について説明するための図である。第３
のコラージュサンプル画像は２つの撮影画像反映領域を有するため、各撮影画像反映領域
に反映させる被写体画像を撮影するために、少なくとも２回の撮影が行われる。
【０１１４】
　図２０は１回目の撮影画面６００－１（第１の撮影画像反映領域に反映させる被写体画
像を撮影する際の撮影画面）の様子を示している。撮影画面６００－１の例えば向かって
左上には、コラージュサンプル画像６１０－１が表示されている。ユーザはこれを見るこ
とによってこれから撮影する画像の出来上がりイメージを想像してポーズをとることがで
きる。なお第１のコラージュサンプル画像６１０－１には２つの撮影画像反映領域がある
が、１回目の撮影時には第１の撮影画像反映領域に反映させる被写体画像を撮影するので
、第１の撮影画像反映領域６１４－１に対応する部分を他の領域とは異なる表示態様で表
示する構成としてもよい。例えば第１の撮影画像反映領域６１４－１を通常表示とし他の
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領域を網かけ状態や半透明状態等で表示してもよい。
【０１１５】
　６５０－１は１回目の撮影時のライブビュー画像である。ライブビュー画像６５０－１
には、第１の撮影画像反映領域６１４－１に対応した確認用背景画像６５２（箱画像が表
示された背景画像）が表示されている。そして確認用背景画像６５２の撮影画像反映領域
６５４に対応する領域には、現在撮影中の被写体画像から背景を抜き取った背景抜き取り
画像が表示される。
【０１１６】
　背景抜き取り画像は、例えば撮影画像を左右反転させて生成するようにしてもよい。こ
のようにすると背景抜き取り画像が正面に鏡がある場合と同じような画像となるので、（
ユーザの正面にカメラ及び表示部がある場合には、）このようにするほうがユーザの位置
や方向感覚と合っていて、位置合わせが行いやすい。
【０１１７】
　図２１は２回目の撮影画面６００－２（第２の撮影画像反映領域に反映させる被写体画
像を撮影する際の撮影画面）の様子を示している。撮影画面６００－２の例えば向かって
左上には、コラージュサンプル画像６１０－２が表示されている。ユーザはこれを見るこ
とによってこれから撮影する画像の出来上がりイメージを想像してポーズをとることがで
きる。なおコラージュサンプル画像６１０－２には２つの撮影画像反映領域があるが、２
回目の撮影時には第２の撮影画像反映領域に反映させる被写体画像を撮影するので、第２
の撮影画像反映領域６１６－２に対応する部分を他の領域とは異なる表示態様で表示する
構成としてもよい。例えば第２の撮影画像反映領域６１６－２を通常表示とし他の領域を
網かけ状態や半透明状態で表示してもよい。
【０１１８】
　６５０－２は２回目の撮影時のライブビュー画像である。ライブビュー画像には、第２
の撮影画像反映領域６１６－２に対応した確認用背景画像６５６が表示されている。そし
て確認用背景画像６５６の撮影画像反映領域に対応する領域６５８には、現在撮影中の被
写体画像から背景を抜き取った背景抜き取り画像が表示される。
【０１１９】
　背景抜き取り画像は、例えば撮影画像を左右反転させて生成するようにしてもよい。こ
のようにすると背景抜き取り画像が正面にかがみがある場合と同じような画像となるので
、（ユーザの正面にカメラ及び表示部がある場合には、）このようにするほうがユーザの
位置や方向感覚と合っていて、位置合わせが行いやすい。
【０１２０】
　ここで撮影される画像は、コラージュサンプル画像６１０－２に示すように、１回目の
画像に比べて縮小した状態で撮影画像反映領域に貼り付けられる。このため、２回目のラ
イブビュー画像６５０－２では１回目のライブビュー画像６５０－１に比べて箱オブジェ
クトが大きく表示されている。このためユーザはライブビュー画像において、出来上がり
画像における撮影画像の合成イメージを確認することができる。
【０１２１】
　２－３．レイアウト情報とコラージュ画像の合成手法
　図１０（Ａ）（Ｂ）は、本実施の形態のレイアウト情報について説明するための図であ
る。また図１１、図１２はレイアウト情報に基づき取り込み画像と背景画像を合成する手
法について説明するための図である。
【０１２２】
　本実施の形態では、図１０（Ａ）に示すようにコラージュ画像のレイアウトパターン４
１０に関連づけて各レイアウトパターンの背景を構成する背景画像データ４２２を記憶し
ている。背景画像データ４２２を識別するための背景画像ＩＤ４２０を対応するレイアウ
トパターン４１０に関連づけて記憶させるようにしてもよい。
【０１２３】
　またレイアウトパターン４１０とその撮影画像反映領域４３０に関連づけて、各撮影画
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像反映領域４３０に対応したレイアウト情報を記憶させておいてもよい。反映位置情報４
４０、回転情報４５０、縮尺情報４６０、マスク情報４７０、確認用背景画像５８０をレ
イアウト情報として記憶させておいてもよい。反映位置情報４４０は例えば図１１に示す
ようにレイアウトパターンの背景画像の左上の頂点を原点Ｏとするローカル座標系におい
て、取り込み画像５１０の左上の頂点が配置される位置の座標Ｃ１１、Ｃ１２で与えるよ
うにしてもよい（図１１（Ａ）参照）。また回転情報４５０は、取り込み画像５１０を背
景画像に配置するときの回転角θ１（例えば取り込み画像５１０を回転させて５１０’の
状態にして背景画像に配置する場合５１０と５１０’の回転角であるθ１）で与えるよう
にしてもよい（図１１（Ｂ）参照）。縮尺情報４６０は、取り込み画像を背景画像に貼り
付ける際に、基準画像に対してどの程度の割合で拡大縮小するかを示す値である。例えば
背景画像に対して等倍で貼り付ける場合を１とし、縮小して貼り付ける場合を１未満、拡
大して貼り付ける場合を１より大きい値で設定してもよい。例えば取り込み像５６０を基
準画像（基準画像は背景画像と同じ大きさであるとする）として、図１９に示すようなコ
ラージュ画像を生成する場合には、図１２に示すように取り込み画像５６０を縮小した縮
尺変更画像（ここでは縮小画像５６０’）を貼り付ける。このときの縮尺変更画像に対応
する基準画像の割合を縮尺情報として記憶させてもよい。
【０１２４】
　また例えば各撮影画像反映領域に撮影画像を反映させる際に、枠の形状に応じて反映領
域を決定する場合には、枠の形状に応じて撮影画像又は取り込み画像から反映領域を特定
するためのマスク情報４７０を記憶させてもよい。マスク情報４７０は撮影画像の各画素
に対応して反映オン／オフを特定するフラグ情報として記憶させてもよい。
【０１２５】
　確認用背景画像４８０は、撮影画像反映領域毎に用意された画像であり、例えば図９（
Ｂ）（Ｃ）に示すように、背景画像の一部と同じ絵柄を含み、かつ、当該一部の画像の配
置、角度及び縮尺の少なくとも１つが前記背景画像とは異なる画像である。例えば前記背
景画像に対する前記撮影画像反映領域の相対的な角度に応じて、前記背景画像の一部と同
じ絵柄が回転して配置されている画像でもよい。また例えば前記撮影画像反映領域に対す
る撮影画像反映時の縮尺に応じて前記背景画像の一部と同じ絵柄が拡大又は縮小されて配
置されている画像でもよい。又例えば撮影画像反映領域が確認用背景画像の所定の領域に
配置されている画像でもよい。
【０１２６】
　図１３は本実施の処理の流れを示すフローチャートである。
【０１２７】
　複数のレイアウトパターンのサンプル画像が表示されたレイアウトパターン選択画面を
表示し、レイアウトパターン選択画面において、所望のレイアウトパターンの選択入力を
受け付ける（ステップＳ１０）。次に選択されたレイアウトパターンに従って、被写体の
画像を撮影し、取り込み画像を取得する（ステップＳ２０）。次に選択されたレイアウト
パターンに対応したレイアウト情報に基づき、背景画像と取り込み画像を組み合わせて合
成画像を生成する（ステップＳ３０）。次に合成画像が表示された編集画面において、編
集入力を受け付け（ステップＳ４０）、編集入力に基づき完成画像を生成する（ステップ
Ｓ５０）。
【０１２８】
　図１４は、図１３のステップＳ２０における取り込み画像取得処理の詳細な流れを示す
フローチャートである。　
【０１２９】
　選択されたレイアウトパターンの撮影画像反映領域に対応した確認用背景画像を読み出
して、当該確認用背景画像と、撮像部で撮影中の被写体の画像から背景部分を抜き取った
背景抜き取り画像をリアルタイムに合成してライブビュー画像を生成する（ステップＳ１
１０）。
【０１３０】



(19) JP 2011-10150 A 2011.1.13

10

20

30

40

　取り込み画像確定入力があると（ステップＳ１２０）、取り込み画像確定入力時の背景
抜き取り画像を選択されたレイアウトパターンの撮影画像反映領域に対応した取り込み画
像として保持する（ステップＳ１３０）。
【０１３１】
　選択されたレイアウトパターンのすべての撮影画像反映領域に対応する被写体画像を撮
影するまで、未だ対応する取り込み画像を取得していない撮影画像反映領域について上記
ステップＳ１１０～Ｓ１３０の処理を行う（ステップＳ１４０）。
【０１３２】
　図１５は、図１３のステップＳ３０における合成画像生成処理の詳細な流れを示すフロ
ーチャートである。　
【０１３３】
　選択されたレイアウトパターンの撮影画像反映領域に対応して保持されている取り込み
画像を、当該撮影画像反映領域に対応して記憶されている縮尺情報に基づき縮小又は拡大
し、当該撮影画像反映領域に対応して記憶されているマスク情報に基づき切り取り、当該
撮影画像反映領域に対応して記憶されている回転情報に基づき回転させ、背景画像の当該
撮影画像反映領域に対応して記憶されている反映位置に配置する画像合成を行う（ステッ
プＳ２１０）。
【０１３４】
　選択されたレイアウトパターンのすべての撮影画像反映領域に対応する取り込み画像を
反映させるまで、未だ取り込み画像を反映させていない撮影画像反映領域について上記ス
テップＳ２１０の処理を行う（ステップＳ２２０）。
【０１３５】
　なお本発明は、上記実施形態で説明したものに限らず、種々の変形実施が可能である。
例えば、明細書又は図面中の記載において広義や同義な用語として引用された用語は、明
細書又は図面中の他の記載においても広義や同義な用語に置き換えることができる。
【０１３６】
　上記実施の形態では、撮影装置が、業務用の写真印刷装置を例にとり説明したがこれに
限られない。例えば、写真撮影装置や写真シール印刷装置でもよいし、撮影機能を搭載し
た情報機器（携帯電話等の携帯用通信機器や、携帯用ゲーム機や、携帯情報端末や、パー
ソナルコンピュータ等）でもよいし、例えば電子カメラ等の撮影装置でもよい。
【０１３７】
　また本発明は、業務用ゲームシステム、家庭用ゲームシステム、携帯型ゲームシステム
、ゲーム画像を生成するシステムボード等の種々のゲームシステムに適用できる。
【符号の説明】
【０１３８】
ＰＭ　撮影装置、ＲＭ　代価受付部、ＣＭ　撮像部、ＥＭ　編集操作受付部、ＰＢ　写真
シール提供部、ＳＰ　スピーカ、ＲＡ　受付領域、ＲＭＮ　受付用モニタ、ＣＩ　コイン
投入口、ＲＬ　受付用照明部、ＭＲ　鏡ＭＲ、ＢＴ　撮像移行ボタン、ＣＡ　撮像領域、
ＳＴ　シート、ＣＲ　カメラ、ＣＬ　撮像用照明部、ＣＭＮ　撮像用モニタ、ＥＡ　編集
領域、ＥＭＮ　編集用モニタ、ＴＰ　タッチペン、ＰＡ　取出領域、ＰＯ　写真シール取
出口、１００　処理部、１１０　コラージュ撮影制御部、１１２　背景抜き取り画像生成
部、１１４　確認用動画像生成部、１１６　取り込み画像保持制御部、１１８　合成画像
生成部、１２０　編集処理部、１３０　画像生成部、１４０　音生成部、１６０　操作部
、１７０　記憶部、１７４　描画バッファ、１８０　情報記憶媒体、１９０　ディスプレ
イ、１９２　音出力部、１９４　携帯型情報記憶装置、１９５　印刷部、１９６　通信部
、１９８　撮像部
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