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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　観賞用の画像の周囲に額縁画像を配置した状態で表示する画像表示装置において、
　本画像表示装置の周囲を撮影した撮影画像を取得する撮影手段と、
　前記撮影手段が取得した撮影画像の被写体に関する内容に従って、現在の使用環境が予
め決められている複数の使用環境のいずれに該当するかを判断する環境判断手段と、
　前記予め決められている複数の使用環境と前記額縁画像の種類との対応関係を示す対応
情報を記憶する対応情報記憶手段と、
　前記対応情報記憶手段が記憶する対応情報を参照し、前記環境判断手段が該当すると判
断した使用環境に対応する種類の額縁画像を使用対象として設定する額縁設定手段と、
　前記観賞用の画像と共に、前記額縁設定手段が使用対象として設定した種類の額縁画像
を前記観賞用の画像の周囲に配置した状態で画面上に表示する表示制御手段と
　を備え、
　前記環境判断手段は、
　前記撮影手段が取得した撮影画像から、予め決められている異なる複数の特定の被写体
を認識する被写体認識手段を含み、
　前記予め決められている複数の使用環境のうちで、前記被写体認識手段が認識した特定
の被写体の存在が規定する使用環境を現在の使用環境であると判断する
　ことを特徴とする画像表示装置。
【請求項２】
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　観賞用の画像の周囲に額縁画像を配置した状態で表示する画像表示装置において、
　本画像表示装置の周囲を撮影した撮影画像を取得する撮影手段と、
　前記撮影手段が取得した撮影画像の被写体に関する内容に従って、現在の使用環境が予
め決められている複数の使用環境のいずれに該当するかを判断する環境判断手段と、
　前記予め決められている複数の使用環境と前記額縁画像の種類との対応関係を示す対応
情報を記憶する対応情報記憶手段と、
　前記対応情報記憶手段が記憶する対応情報を参照し、前記環境判断手段が該当すると判
断した使用環境に対応する種類の額縁画像を使用対象として設定する額縁設定手段と、
　前記観賞用の画像と共に、前記額縁設定手段が使用対象として設定した種類の額縁画像
を前記観賞用の画像の周囲に配置した状態で画面上に表示する表示制御手段と
　を備え、
　前記予め決められている複数の使用環境には、本画像表示装置の設置場所である部屋の
種別と鑑賞者の種別との少なくともいずれか一方の種別に対応する複数の使用環境が含ま
れる
　ことを特徴とする画像表示装置。
【請求項３】
　観賞用の画像の周囲に額縁画像を配置した状態で表示する画像表示装置が有するコンピ
ュータを、
　本画像表示装置の周囲を撮影した撮影画像の被写体に関する内容に従って、現在の使用
環境が予め決められている複数の使用環境のいずれに該当するかを判断する環境判断手段
と、
　前記画像表示装置の周囲を撮影した撮影画像から、予め決められている異なる複数の特
定の被写体を認識する被写体認識手段と、
　前記予め決められている複数の使用環境と前記額縁画像の種類との対応関係を示す対応
情報を参照し、前記環境判断手段が該当すると判断した使用環境に対応する種類の額縁画
像を使用対象として設定する額縁設定手段と、
　前記観賞用の画像と共に、前記額縁設定手段が使用対象として設定した種類の額縁画像
を前記観賞用の画像の周囲に配置した状態で画面上に表示する表示制御手段と
　して機能させ、
　前記環境判断手段は、前記予め決められている複数の使用環境のうちで、前記被写体認
識手段が認識した特定の被写体の存在が規定する使用環境を現在の使用環境であると判断
する
　ことを特徴とするプログラム。
【請求項４】
　観賞用の画像の周囲に額縁画像を配置した状態で表示する画像表示装置が有するコンピ
ュータを、
　本画像表示装置の周囲を撮影した撮影画像の被写体に関する内容に従って、現在の使用
環境が予め決められている複数の使用環境のいずれに該当するかを判断する環境判断手段
と、
　前記予め決められている複数の使用環境と前記額縁画像の種類との対応関係を示す対応
情報を参照し、前記環境判断手段が該当すると判断した使用環境に対応する種類の額縁画
像を使用対象として設定する額縁設定手段と、
　前記観賞用の画像と共に、前記額縁設定手段が使用対象として設定した種類の額縁画像
を前記観賞用の画像の周囲に配置した状態で画面上に表示する表示制御手段と
　して機能させ、
　前記予め決められている複数の使用環境には、本画像表示装置の設置場所である部屋の
種別と鑑賞者の種別との少なくともいずれか一方の種別に対応する複数の使用環境が含ま
れる
　ことを特徴とするプログラム。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　本発明は、例えば写真撮影により得られた画像の外周に、異なる種類の額縁をそれぞれ
表現する額縁画像を表示させるための画像処理技術に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　近年、例えばデジタルカメラにより撮影され画像データとして記録された画像、つまり
写真を表示する装置として、種々のデジタルフォトフレーム（以下、ＤＰＦという。）が
商品化されている。ところで、実際の絵画を部屋に飾る際には絵画を額縁に入れることが
多い。したがって、ＤＰＦにおいて画像（写真）を表示する場合には、画像の外周に額縁
を表現した額縁画像を表示させることが望ましい。
【０００３】
　画像の外周に額縁画像を表示させる技術として、例えば下記特許文献１には、画像を表
示する液晶パネルの保護用の保護パネルの周縁をレンズ状に形成しておき、液晶パネルに
画像を表示するとき、液晶パネルの周縁部分に額縁画像を表示する技術が記載されている
。また、下記特許文献１の技術では、画像と共に表示させる額縁画像の種類をユーザに予
め選択させるものとなっている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開平１０－２６０６５４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、特許文献１の技術では、画像を表示するとき、ユーザの好みを基準とし
て選択された額縁画像を表示させるものに過ぎないため、ユーザが額縁画像を自ら選択す
るといった面倒な作業を行わなければ、額縁の種類を変えることができないという問題が
あった。
【０００６】
　本発明の目的は、ユーザに面倒な作業を強いることなく、異なる種類の額縁を選択的に
画像の外周に表示することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の第１の観点に係る画像表示装置にあっては、観賞用の画像の周囲に額縁画像を
配置した状態で表示する画像表示装置において、本画像表示装置の周囲を撮影した撮影画
像を取得する撮影手段と、前記撮影手段が取得した撮影画像の被写体に関する内容に従っ
て、現在の使用環境が予め決められている複数の使用環境のいずれに該当するかを判断す
る環境判断手段と、前記予め決められている複数の使用環境と前記額縁画像の種類との対
応関係を示す対応情報を記憶する対応情報記憶手段と、前記対応情報記憶手段が記憶する
対応情報を参照し、前記環境判断手段が該当すると判断した使用環境に対応する種類の額
縁画像を使用対象として設定する額縁設定手段と、前記観賞用の画像と共に、前記額縁設
定手段が使用対象として設定した種類の額縁画像を前記観賞用の画像の周囲に配置した状
態で画面上に表示する表示制御手段とを備え、前記環境判断手段は、前記撮影手段が取得
した撮影画像から、予め決められている異なる複数の特定の被写体を認識する被写体認識
手段を含み、前記予め決められている複数の使用環境のうちで、前記被写体認識手段が認
識した特定の被写体の存在が規定する使用環境を現在の使用環境であると判断することを
特徴とする。

　また、本発明の第２の観点に係る画像表示装置にあっては、観賞用の画像の周囲に額縁
画像を配置した状態で表示する画像表示装置において、本画像表示装置の周囲を撮影した
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撮影画像を取得する撮影手段と、前記撮影手段が取得した撮影画像の被写体に関する内容
に従って、現在の使用環境が予め決められている複数の使用環境のいずれに該当するかを
判断する環境判断手段と、前記予め決められている複数の使用環境と前記額縁画像の種類
との対応関係を示す対応情報を記憶する対応情報記憶手段と、前記対応情報記憶手段が記
憶する対応情報を参照し、前記環境判断手段が該当すると判断した使用環境に対応する種
類の額縁画像を使用対象として設定する額縁設定手段と、前記観賞用の画像と共に、前記
額縁設定手段が使用対象として設定した種類の額縁画像を前記観賞用の画像の周囲に配置
した状態で画面上に表示する表示制御手段とを備え、前記予め決められている複数の使用
環境には、本画像表示装置の設置場所である部屋の種別と鑑賞者の種別との少なくともい
ずれか一方の種別に対応する複数の使用環境が含まれることを特徴とする。
【０００８】
　また、本発明の第３の観点に係るプログラムにあっては、観賞用の画像の周囲に額縁画
像を配置した状態で表示する画像表示装置が有するコンピュータを、本画像表示装置の周
囲を撮影した撮影画像の被写体に関する内容に従って、現在の使用環境が予め決められて
いる複数の使用環境のいずれに該当するかを判断する環境判断手段と、前記画像表示装置
の周囲を撮影した撮影画像から、予め決められている異なる複数の特定の被写体を認識す
る被写体認識手段と、前記予め決められている複数の使用環境と前記額縁画像の種類との
対応関係を示す対応情報を参照し、前記環境判断手段が該当すると判断した使用環境に対
応する種類の額縁画像を使用対象として設定する額縁設定手段と、前記観賞用の画像と共
に、前記額縁設定手段が使用対象として設定した種類の額縁画像を前記観賞用の画像の周
囲に配置した状態で画面上に表示する表示制御手段として機能させ、前記環境判断手段は
、前記予め決められている複数の使用環境のうちで、前記被写体認識手段が認識した特定
の被写体の存在が規定する使用環境を現在の使用環境であると判断することを特徴とする
。

　また、本発明の第４の観点に係るプログラムにあっては、観賞用の画像の周囲に額縁画
像を配置した状態で表示する画像表示装置が有するコンピュータを、本画像表示装置の周
囲を撮影した撮影画像の被写体に関する内容に従って、現在の使用環境が予め決められて
いる複数の使用環境のいずれに該当するかを判断する環境判断手段と、前記予め決められ
ている複数の使用環境と前記額縁画像の種類との対応関係を示す対応情報を参照し、前記
環境判断手段が該当すると判断した使用環境に対応する種類の額縁画像を使用対象として
設定する額縁設定手段と、前記観賞用の画像と共に、前記額縁設定手段が使用対象として
設定した種類の額縁画像を前記観賞用の画像の周囲に配置した状態で画面上に表示する表
示制御手段として機能させ、前記予め決められている複数の使用環境には、本画像表示装
置の設置場所である部屋の種別と鑑賞者の種別との少なくともいずれか一方の種別に対応
する複数の使用環境が含まれることを特徴とする。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明によれば、ユーザに面倒な作業を強いることなく、異なる種類の額縁を選択的に
画像の外周に表示することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本発明の実施形態におけるデジタルフォトフレームの正面図である。
【図２】デジタルフォトフレームのハードウェア構成の概略を示すブロック図である。
【図３】デジタルフォトフレームの機能の要部を示す機能ブロック図である。
【図４】使用環境の種類と、規定条件、及び額縁の種類との関係を示す説明図である。
【図５】特定の表示モードにおけるＣＰＵの処理手順を示すフローチャートである。
【図６】（ａ）は、キャラクター柄の額縁画像を含む額縁付き画像の例を示す図、（ｂ）
は、洋風の額縁画像を含む額縁付き画像の例を示す図、（ｃ）は、和風の額縁画像を含む
額縁付き画像の例を示す図である。
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【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下、本発明の実施形態について説明する。図１は、本発明を適用したデジタルフォト
フレーム（以下、ＤＰＦという。）１の正面図である。ＤＰＦ１は、主としてデジタルカ
メラ等により撮影された画像（写真）を表示するものである。なお、以下の説明において
は、ＤＰＦ１が表示する任意の画像（写真）を観賞用画像と呼ぶこととする。また、ＤＰ
Ｆ１は、観賞用画像の表示に際して、観賞用画像の外周に額縁画像を表示させる機能を備
えている。
【００１２】
　図１に示したように、ＤＰＦ１の本体２には、本体２の下辺部分を除く正面のほぼ全域
を占めるカラー液晶表示パネル３が保持されている。本体２の下辺部分の右端には電源ス
イッチ４と操作スイッチ５とが設けられており、本体２の下辺部分の中央には撮影レンズ
６が設けられている。
【００１３】
　撮影レンズ６は、後述する内蔵カメラ４０１によってＤＰＦ１の正面側の状況を広範囲
に撮影するために設けられたものであり、例えば焦点距離が２０ｍｍ程度の広角レンズで
ある。
【００１４】
　図２は、ＤＰＦ１の電気的構成を示したブロック図である。ＤＰＦ１は、ＣＰＵ（Cent
ral Processing Unit）１０１によってシステムの全体を制御される構成である。ＣＰＵ
１０１には、ＲＯＭ（Read Only Memory）１０２、ＲＡＭ（Random Access memory）１０
３、メディアコントローラ１０４、操作キー群２０１、ディスプレイ３０１、内蔵カメラ
４０１が接続されている。
【００１５】
　ＲＯＭ１０２は、ＣＰＵ１０１にシステム全体を制御させるための複数種のプログラム
やデータが記憶されているメモリである。ＲＯＭ１０２に記憶されているプログラムには
、ＣＰＵ１０１を環境情報取得手段、環境判断手段、額縁設定手段、表示制御手段として
機能させる表示制御プログラム１０２ａが含まれる。
【００１６】
　また、ＲＯＭ１０２に記憶されているデータには、観賞用画像の外周に表示する複数種
の額縁画像を表す額縁画像データが記憶されている。各々の額縁画像データが表す具体的
な額縁画像の種類は、キャラクター柄付きと洋風と和風との３種類である。
【００１７】
　キャラクター柄付きの額縁画像は、幼児が好みそうなキャラクターによる柄が配置され
た額縁を表現する画像である。洋風の額縁画像は、洋室の雰囲気に合うような意匠（形状
や、色、模様等）を有する額縁を表現する画像である。和風の額縁画像は、和室の雰囲気
に合うような意匠（形状や、色、模様等）を有する額縁を表現する画像である。
【００１８】
　ＲＡＭ１０３は、具体的にはＳＤＲＡＭ（Synchronous dynamic random-access memory
）等である。
【００１９】
　メディアコントローラ１０４は、ＤＰＦ１の本体２に設けられているメモリカードスロ
ットに着脱自在に装着された記録メディア５０と、ＣＰＵ１０１との間におけるデータの
入出力を制御する入出力インターフェースである。なお、メモリカードスロットは本体２
の側面や背面に設けられている。
【００２０】
　記録メディア５０には、デジタルカメラ等において撮影され記録された画像（写真）の
画像データが複数記録されている。画像データは、例えばＪＰＥＧ（Joint Photographic
 Expert Group）方式により圧縮され、撮影日時等の付加情報と共に静止画ファイルとし
て記憶されている。
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【００２１】
　操作キー群２０１は、図１に示した電源スイッチ４及び操作スイッチ５から構成される
。ＣＰＵ１０１は、操作キー群２０１における操作キー等の操作状態を定常的にスキャン
することにより、所定のキー操作によるユーザからの種々の指示を検知する。
【００２２】
　ディスプレイ３０１は、図１に示したカラー液晶表示パネル３と、カラー液晶表示パネ
ル３のバックライトと、ＣＰＵ１０１から供給される画像データ等の表示データに応じて
カラー液晶表示パネルを駆動する駆動回路とから構成される。
【００２３】
　内蔵カメラ４０１は、主として図１に示した撮影レンズ６によって結像された光像を撮
像するＣＣＤ（Charge Coupled Device）やＭＯＳ（Complementary Meta1 0xide Semicon
ductor）型の撮像素子と、撮像素子から出力される撮像信号に基づく画像データを生成す
る複数段の信号処理回路等から構成されている。内蔵カメラ４０１が生成した画像データ
はＣＰＵ１０１へ供給される。なお、以下の説明においては、内蔵カメラ４０１がＣＰＵ
１０１へ供給する画像データが表す画像を撮影画像と呼ぶこととする。
【００２４】
　図３は、ＤＰＦ１が有する機能の要部を示す機能ブロック図である。ＤＰＦ１は制御部
１０と、操作部２０、表示部３０、撮影部４０を有している。制御部１０は、被写体認識
部１２を含む環境判断部１１と、額縁設定部１３、表示制御部１４、記憶部１５により構
成されている。また、環境判断部１１は被写体認識部１２と判断部１３とから構成される
。
【００２５】
　操作部２０は、ＤＰＦ１に対するユーザからの各種の指示を検知する機能部分であり、
図１に示した操作キー群２０１により実現される。
【００２６】
　表示部３０は、記録メディア５０に記録されている画像データにより表される静止画像
を観賞用画像として表示したり、ユーザがＤＰＦ１を操作する際に必要とする各種の操作
画面を表示したりする。表示部３０は、図１に示したディスプレイ３０１により実現され
る。
【００２７】
　撮影部４０は、ＤＰＦ１の正面側の状況を撮影し取得した撮影画像を、制御部１０へ供
給する。撮影部４０は、図１に示した内蔵カメラ４０１により実現される。
【００２８】
　被写体認識部１２は、撮影部４０が撮影し取得した撮影画像を表す撮影画像データを対
象として、予め決められている特定の被写体を認識する。被写体認識部１２が認識する特
定の被写体は複数種類である。被写体認識部１２は、図１に示したＣＰＵ１０１により実
現される。
【００２９】
　環境判断部１１は、撮影部４０にＤＰＦ１の正面側の状況を撮影させ、撮影画像を表す
撮影画像データを、ＤＰＦ１の使用環境を示す環境情報として取得する。また、環境判断
部１１は、被写体認識部１２における被写体の認識結果に基づいて、ＤＰＦ１の現在の使
用環境を判断する。より具体的に述べると、判断部１３は、ＤＰＦ１において予め決めら
れている複数の使用環境のうちで、被写体認識部１２が認識に成功した特定の被写体の存
在が使用環境を規定する条件として含まれる特定の使用環境を、現在の使用環境が該当す
ると使用環境であると判断する。環境判断部１１は、図１に示したＣＰＵ１０１により実
現される。
【００３０】
　ここで、予め決められている複数の使用環境と、各々の使用環境を規定する条件（以下
、規定条件という。）について説明する。ＤＰＦ１において予め決められている使用環境
は、図４に示した使用環境Ａ～使用環境Ｄの４種類であり、各々の使用環境の規定条件は
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、撮影画像の被写体に関する内容から判断可能な条件である。
【００３１】
　使用環境Ａ，Ｂは鑑賞者の種別に関する使用環境であり、使用環境Ａの規定条件は「鑑
賞者が幼児であること」、使用環境Ｂの規定条件は「鑑賞者が西洋人であること」である
。使用環境Ｃ，Ｄは使用場所の部屋の種別に関する使用環境であり、使用環境Ｃの規定条
件は「和室特有物が有ること」、使用環境Ｄの規定条件は「和室特有物が無いこと」であ
る。和室特有物とは、一般に和室のみに存在しており、洋室には存在していない物品等で
あり、例えば障子や畳である。
【００３２】
　額縁設定部１３は、ＲＯＭ１０２が額縁画像データとして記憶しているキャラクター柄
付き、洋風、和風の３種類の額縁画像のうちで、環境判断部１１が判断した特定の使用環
境と対応付けられている特定の種類の額縁画像を、使用対象として設定する。
【００３３】
　予め決められている使用環境と額縁画像の種類との対応関係は、ＲＯＭ１０２に記憶さ
れている表示制御プログラム１０２ａ内に記述されている。予め決められている使用環境
と額縁画像の種類との対応関係は図４に示した通りである。すなわち使用環境Ａにはラク
ター柄付きの額縁画像が対応付けられており、使用環境Ｂ，Ｄには洋風の額縁画像が対応
付けられており、使用環境Ｃには和風の額縁画像が対応付けられている。
【００３４】
　表示制御部１４は、表示部３０に観賞用画像を表示させる。また、表示制御部１４は、
観賞用画像と共に、額縁設定部１３が設定した種類の額縁画像を観賞用画像の外周に配置
した状態で表示部３０に表示させる。表示制御部１４は、図１に示したＣＰＵ１０１によ
り実現される。
【００３５】
　記憶部１５は、撮影部４０により取得された撮影画像や、表示制御部１４が、観賞用画
像の外周に額縁画像が配置された額縁付き画像を表示部３０に表示させる際の表示用の画
像データを一時的に記憶する。記憶部１５は、図１に示したＲＡＭ１０３により実現され
る。
【００３６】
　以上の構成からなるＤＰＦ１においては、表示モードとして、観賞用画像の表示に際し
て観賞用画像の周囲に額縁画像を表示させる特定の表示モードが設けられている。特定の
表示モードの設定は、ユーザが操作スイッチ５を所定の手順で操作することにより行われ
る。
【００３７】
　以下、特定の表示モードが設定されている状態で、記録メディア５０に記録されている
いずれかの画像（写真）を観賞用画像として表示するときの動作について説明する。なお
、表示対象の画像は、例えばユーザが所定のキー操作で選択したものである。
【００３８】
　図５は、特定の表示モードで、制御部１０（ＣＰＵ１０１）が、ＲＯＭ１０２に記憶さ
れている表示制御プログラム１０２ａに従って実行する処理の内容を示すフローチャート
である。
【００３９】
　特定の表示モードにおいて制御部１０は、まず観賞用画像を表す画像データを記録メデ
ィア５０から読み出し、記憶部１５（ＲＡＭ１０３）に一時記憶する（ステップＳ１）。
【００４０】
　次に、環境判断部１１（ＣＰＵ１０１）が、撮影部４０（内蔵カメラ４０１）にＤＰＦ
１の正面側の状況を撮影させ、撮影部４０から供給された撮影画像を表す撮影画像データ
を、ＤＰＦ１の使用環境を示す環境情報として取得する（ステップＳ２）。なお、環境判
断部１１は、取得した撮影画像データを記憶部１５（１０３）へ記憶する。
【００４１】
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　引き続き、被写体認識部１２（ＣＰＵ１０１）が、記憶部１５に記憶された撮影画像デ
ータを処理対象として幼児の顔を認識する（ステップＳ３）。ステップＳ３の処理におい
て被写体認識部１２は、撮影画像データにより表される撮影画像内において人物の顔が存
在する領域である顔領域を検出した後、検出した顔領域の顔から年齢を判別し、顔領域の
顔が幼児の顔であるか否かを判断する。
【００４２】
　被写体認識部１２による顔領域の検出方法は、例えば検出対象の画像に二値化や輪郭抽
出、パターンマッチング等の画像認識技術によって、一定範囲の位置関係にある目や鼻や
口が存在する特定領域を顔領域として検出する公知の技術を適用した方法である。また、
被写体認識部１２による年齢の判別方法は、特開２００７－２８０２９１号公報等に記載
されている、顔の器官を構成する特徴点を用いた演算処理により人種、年齢、性別などを
判別する公知の技術などを適用した方法である。
【００４３】
　そして、ステップＳ３の処理において被写体認識部１２が幼児の顔の認識に成功した場
合（ステップＳ４：ＹＥＳ）、環境判断部１１は、現在の使用環境が、「鑑賞者が幼児で
あること」を規定条件とする使用環境Ａ（図４参照）であると判断する（ステップＳ５）
。また、額縁設定部１３（ＣＰＵ１０１）が、使用環境Ａに対応するキャラクター柄付き
の額縁画像を表示対象として設定する（ステップＳ６）。
【００４４】
　しかる後、表示制御部１４（ＣＰＵ１０１）が、鑑賞画像の外周にキャラクター柄付き
の額縁画像を配置した表示用画像を表す表示用の画像データを記憶部１５に生成し、生成
した画像データを表示部３０（ディスプレイ３０１）へ送り、表示部３０において額縁付
き画像を表示させる（ステップＳ１７）。
【００４５】
　図６（ａ）は、環境判断部１１が、現在の使用環境が「鑑賞者が幼児であること」を規
定条件とする使用環境Ａであると判断した場合に、表示部３０が表示する額縁付き画像の
例を便宜的に示した図である。つまり、鑑賞画像Ｇの外周にキャラクター柄付きの額縁画
像Ｇａが配置されている額縁付き画像ＧＡを示した図である。
【００４６】
　また、被写体認識部１２は、ステップＳ３の処理において幼児の顔を認識できなかった
場合には（ステップＳ４：ＮＯ）、引き続き、記憶部１５に記憶された撮影画像データを
処理対象として西洋人の顔を認識する（ステップＳ７）。ステップＳ７の処理において被
写体認識部１２は、ステップＳ３の処理で既に検出していた顔領域の顔から人種を判別し
、顔領域の顔が西洋人の顔であるか否かを判断する。被写体認識部１２による人種の判別
方法も、特開２００７－２８０２９１号公報等に記載されている、顔の器官を構成する特
徴点を用いた演算処理により人種、年齢、性別などを判別する公知の技術などを適用した
方法である。
【００４７】
　そして、ステップＳ７の処理において被写体認識部１２が西洋人の顔の認識に成功した
場合（ステップＳ８：ＹＥＳ）、環境判断部１１は、現在の使用環境が、「観察者が西洋
人であること」を規定条件とする使用環境Ｂ（図４参照）であると判断する（ステップＳ
９）。また、額縁設定部１３が、使用環境Ｂに対応する洋風の額縁画像を表示対象として
設定する（ステップＳ１０）。
【００４８】
　しかる後、表示制御部１４が、鑑賞画像の外周に洋風の額縁画像を配置した表示用画像
を表す表示用の画像データを記憶部１５に生成し、生成した画像データを表示部３０へ送
り、表示部３０において額縁付き画像を表示させる（ステップＳ１７）。
【００４９】
　図６（ｂ）は、環境判断部１１が、現在の使用環境が「観察者が西洋人であること」を
規定条件とする使用環境Ｂであると判断した場合に、表示部３０が表示する額縁付き画像
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の例を便宜的に示した図である。つまり、鑑賞画像Ｇの外周に洋風の額縁画像Ｇｂが配置
されている額縁付き画像ＧＢを示した図である。
【００５０】
　また、ステップＳ７の処理において幼児の顔を認識できなかった場合には（ステップＳ
８：ＮＯ）、引き続き、被写体認識部１２が、記憶部１５に記憶された撮影画像データを
処理対象として和室特有物（障子や畳等）を認識する（ステップＳ１１）。
【００５１】
　被写体認識部１２による和室特有物の認識方法は、例えば検出対象の画像に二値化や輪
郭抽出、パターンマッチング等の画像認識技術による公知の技術を適用した方法である。
より具体的に説明すると、被写体認識部１２は、撮影画像データに対して二値化や輪郭抽
出処理を施す。次に、被写体認識部１２は、ＲＯＭ１０２に記憶されている和室特有物の
基準となる模様等の特徴を表すテンプレートデータを用い、撮影画像データにおいて、テ
ンプレートデータにより表される特徴を有する画像内の領域部分を１又は複数検出する処
理を行う。そして、被写体認識部１２は、検出した１又は複数の領域部分における、テン
プレートデータにより表される特徴との一致度合が一定の度合以上であれば、検出した領
域部分が和室特有物であると判別する。
【００５２】
　ステップＳ１１の処理において被写体認識部１２が和室特有物の認識に成功した場合に
は（ステップＳ１２：ＹＥＳ）、環境判断部１１は、現在の使用環境が、「和室特有物が
有ること」を規定条件とする使用環境Ｃ（図４参照）であると判断する（ステップＳ１３
）。また、額縁設定部１３が、使用環境Ｃに対応する和風の額縁画像を表示対象として設
定する（ステップＳ１４）。
【００５３】
　しかる後、表示制御部１４が、鑑賞画像の外周に和風の額縁画像を配置した表示用画像
を表す表示用の画像データを記憶部１５に生成し、生成した画像データを表示部３０へ送
り、表示部３０において額縁付き画像を表示させる（ステップＳ１７）。
【００５４】
　図６（ｃ）は、環境判断部１１が、現在の使用環境が「和室特有物が有ること」を規定
条件とする使用環境Ｃであると判断した場合に、表示部３０が表示する額縁付き画像の例
を便宜的に示した図である。つまり、鑑賞画像Ｇの外周に和風の額縁画像Ｇｃが配置され
ている額縁付き画像ＧＣを示した図である。
【００５５】
　また、ステップＳ１１の処理において被写体認識部１２が和室特有物を認識できなかっ
た場合（ステップＳ１２：ＮＯ）、環境判断部１１は、現在の使用環境が、「和室特有物
が無いこと」を規定条件とする使用環境Ｄ（図４参照）であると判断する（ステップＳ１
５）。また、額縁設定部１３が、使用環境Ｄに対応する洋風の額縁画像を表示対象として
設定する（ステップＳ１１６）。
【００５６】
　しかる後、表示制御部１４が、鑑賞画像の外周に洋風の額縁画像を配置した表示用画像
を表す表示用の画像データを記憶部１５に生成し、生成した画像データを表示部３０へ送
り、表示部３０において額縁付き画像を表示させる（ステップＳ１７）。
【００５７】
　なお、環境判断部１１が、現在の使用環境が「和室特有物が無いこと」を規定条件とす
る使用環境Ｄであると判断した場合、ステップＳ１７の処理に際して表示部３０は、図６
（ｂ）に示した額縁付き画像ＧＣを表示する。
【００５８】
　以上のように本実施形態のＤＰＦ１においては、鑑賞画像の表示に際し、撮影部４０が
取得した撮影画像から特定の被写体を認識することによって現在の使用環境を判断し、現
在の使用環境に対応づけられている種類の額縁画像を鑑賞画像の外周に自動的に表示する
。つまりＤＰＦ１は、撮影画像における被写体に関する内容を基準として額縁画像を自動
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的に変化させる。よって、ユーザに面倒な作業を強いることなく、異なる種類の額縁を選
択的に鑑賞画像の外周に表示することができる。
【００５９】
　しかも、ＤＰＦ１が鑑賞画像の外周に表示する額縁画像の種類は、予め決められている
使用環境（Ａ～Ｄ）のうちで現在の使用環境が該当する使用環境に対応した種類である。
よって、ＤＰＦ１においては、鑑賞画像の表示に際し、使用環境に適した種類の額縁画像
を自動的に鑑賞画像の外周に表示することができる。例えば観察者が幼児である場合、Ｄ
ＰＦ１は、幼児が好みそうなキャラクターによる柄が配置されたキャラクター柄の額縁画
像を、自動的に鑑賞画像と共に表示することができる。
【００６０】
　また、ＤＰＦ１は、その存在が、予め決められている各々の使用環境を規定する条件に
含まれる複数の特定の被写体を決められた順に認識し、いずれかの被写体の認識に成功し
た段階で鑑賞画像の外周に表示する額縁画像の種類を設定する。つまり、いずれかの被写
体の認識に成功した段階で認識動作を終了する。よって、撮影画像に対する特定の被写体
の認識動作が最小限であり、効率的に現在の使用環境を判断することができる。
【００６１】
　（変形等）
　本実施形態においては、予め決められている複数の使用環境が、鑑賞者の種別に関する
使用環境Ａ，Ｂと、使用場所の部屋の種別に関する使用環境Ｃ，Ｄである場合について説
明した。しかし、ＤＰＦ１には、複数の使用環境として、鑑賞者の種別に関するものだけ
が想定されていてもよいし、使用場所の部屋の種別に関するものだけが想定されていても
構わない。
【００６２】
　また、複数の使用環境の具体的な内容、使用環境の数についても適宜変更することがで
きる。また、ＤＰＦ１には、複数の使用環境として、鑑賞者の種別や使用場所の部屋の種
別に関するもの以外の使用環境が予め決められていても構わない。また、予め決められて
いる複数の使用環境に対応する額縁画像の具体的な種類についても、適宜変更することが
できる。また、複数の使用環境を規定する条件における特定の被写体についても、適宜変
更することができる。
【００６３】
　また、本実施形態では、画像データとして記録されている画像を表示するＤＰＦに本発
明を適用した場合について説明した。しかし、本発明は、観賞用画像の外周に額縁画像を
表示させる機能を備えたものであれば、任意の装置に適用することができる。任意の装置
にはデジタルカメラや、カメラ付き携帯電話端末等が含まれる。
【符号の説明】
【００６４】
　１　　ＤＰＦ
　２　　本体
　３　　カラー液晶表示パネル
　４　　電源スイッチ
　５　　操作スイッチ
　６　　撮影レンズ
　１０　　制御部
　１１　　環境判断部
　１２　　被写体認識部
　１３　　判断部
　１４　　額縁設定部
　１５　　表示制御部
　１６　　記憶部
　２０　　操作部
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　３０　　表示部
　４０　　撮影部
　５０　　記録メディア
　１０１　　ＣＰＵ
　１０２　　ＲＯＭ
　１０２ａ　　表示制御プログラム
　１０３　　ＲＡＭ
　１０４　　メディアコントローラ
　２０１　　操作キー群
　３０１　　ディスプレイ
　４０１　　内蔵カメラ
　Ａ　　使用環境
　Ｂ　　使用環境
　Ｃ　　使用環境
　Ｄ　　使用環境

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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