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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　画像データが表す画像を表示する表示処理装置であって、
　前記画像データを記憶する記憶部と、
　前記表示処理装置が配置された周囲の画像を表す周囲画像データを取得する取得部と、
　前記取得された周囲画像データに含まれる人物の顔領域から判別される人物の種別を決
定する決定部と、
　前記決定された人物が幼児の場合は前記画像データを鉛筆画風に変換し、前記決定され
た人物が日本人の場合は前記画像データを日本画風に変換し、前記決定された人物が西洋
人の場合は前記画像データを西洋画風に変換する変換部と、
　前記変換された画像データが表す変換画像を表示する表示部と、を備える、
　ことを特徴とする表示処理装置。
【請求項２】
　前記取得部は、所定の時間間隔おきに周囲画像データを取得し、
　前記決定部は、前記所定の時間間隔おきに取得されたそれぞれの周囲画像データから、
前記人物の種別を決定する、
　ことを特徴とする請求項１に記載の表示処理装置。
【請求項３】
　画像データが表す画像を表示するコンピュータを、
　前記画像データを記憶する記憶部、
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　前記コンピュータが配置された周囲の画像を表す周囲画像データを取得する取得部、
　前記取得された周囲画像データに含まれる人物の顔領域から判別される人物の種別を決
定する決定部、
　前記決定された人物が幼児の場合は前記画像データを鉛筆画風に変換し、前記決定され
た人物が日本人の場合は前記画像データを日本画風に変換し、前記決定された人物が西洋
人の場合は前記画像データを西洋画風に変換する変換部、
　前記変換された画像データが表す変換画像を表示する表示部、として機能させる、
　ことを特徴とするプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ユーザが所望する画像を表示するのに好適な表示処理装置、及び、プログラ
ムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　表示処理装置が設置された周囲の環境情報（例えば、明るさ等）を取得して、当該周囲
の環境情報に応じた画像を表示する表示処理装置が知られている（例えば、特許文献１参
照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００７－８５８６４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、特許文献１に記載される表示処理装置では、表示された画像と、ユーザ
が所望する画像と、が一致しない場合があるため、ユーザによっては、所望した画像が表
示されないことを不満に感じることがあった。従って、ユーザが所望する画像を表示する
のに好適な新たな手法が求められている。
【０００５】
　本発明は、上記問題に鑑みてなされたものであり、ユーザが所望する画像を表示するの
に好適な表示処理装置、及び、プログラムを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記目的を達成するため、本発明の第１の観点に係る表示処理装置は、
　画像データが表す画像を表示する表示処理装置であって、
　前記画像データを記憶する記憶部と、
　前記表示処理装置が配置された周囲の画像を表す周囲画像データを取得する取得部と、
　前記取得された周囲画像データに含まれる人物の顔領域から判別される人物の種別を決
定する決定部と、
　前記決定された人物が幼児の場合は前記画像データを鉛筆画風に変換し、前記決定され
た人物が日本人の場合は前記画像データを日本画風に変換し、前記決定された人物が西洋
人の場合は前記画像データを西洋画風に変換する変換部と、
　前記変換された画像データが表す変換画像を表示する表示部と、を備える、ことを特徴
とする。
【０００７】
　本発明の第２の観点に係るプログラムは、
　画像データが表す画像を表示するコンピュータを、
　前記画像データを記憶する記憶部、
　前記コンピュータが配置された周囲の画像を表す周囲画像データを取得する取得部、
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　前記取得された周囲画像データに含まれる人物の顔領域から判別される人物の種別を決
定する決定部、
　前記決定された人物が幼児の場合は前記画像データを鉛筆画風に変換し、前記決定され
た人物が日本人の場合は前記画像データを日本画風に変換し、前記決定された人物が西洋
人の場合は前記画像データを西洋画風に変換する変換部、
　前記変換された画像データが表す変換画像を表示する表示部、として機能させる、こと
を特徴とする。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明によれば、ユーザが所望する画像を表示することができる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】本発明の実施形態に係る表示処理装置が実現されるデジタルフォトスタンドのハ
ードウェア構成を示すブロック図である。
【図２】デジタルフォトスタンドの概略外観図である。
【図３】本発明の実施形態に係る表示処理装置の各部の機能を示すブロック図である。
【図４】表示処理装置の配置例を示す図である。
【図５Ａ】周囲画像の一例を示す図である。
【図５Ｂ】周囲画像の一例を示す図である。
【図６】表示処理装置にて実行される画像処理の流れを示すフローチャートである。
【図７】代表的な色の決定方法について説明するために、理解を容易にする便宜的な図で
ある。
【図８】周囲画像に含まれる色成分の分類例を示す図である。
【図９Ａ】変換前の画像の一例を示す図である。
【図９Ｂ】変換後の画像の一例を示す図である。
【図９Ｃ】変換後の画像の一例を示す図である。
【図１０】代表的な色又は人物の種別と画風との対応表の一例である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　以下に、本発明の実施形態に係る表示処理装置について説明する。以下では表示処理装
置として、デジタル写真等が表示されるデジタルフォトスタンドを例として説明している
が、これに限られず、例えば、デジタルカメラ、各種のコンピュータ、ＰＤＡ（Personal
 Digital Assistant）、携帯電話などの表示処理装置において本発明を適用することがで
きる。すなわち、以下に記載する実施形態は説明のためのものであり、本願発明の範囲を
制限するものではない。従って、当業者であればこれらの各要素または全要素をこれと均
等なものに置換した実施形態を採用することが可能であるが、これらの実施形態も本発明
の範囲に含まれる。
【００１１】
　図１は、本発明の実施形態に係る表示処理装置が実現される典型的なデジタルフォトス
タンド１０のハードウェア構成を示すブロック図である。また、図２にデジタルフォトス
タンド１０の外観図を示す。以下、これらの図を参照して説明する。
【００１２】
　デジタルフォトスタンド１０は、ＣＰＵ（Central Processing Unit）１１と、ＲＡＭ
（Random Access Memory）１２と、記憶装置１３と、メディアコントローラ１４と、入力
キー１５と、駆動回路１６と、表示パネル１７と、接触式センサ１８と、イメージセンサ
１９と、メモリカード２０と、を備える。
【００１３】
　ＣＰＵ１１は、デジタルフォトスタンド１０全体の動作を制御し、各構成要素と接続さ
れ制御信号やデータをやり取りする。
【００１４】
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　ＲＡＭ１２は、データやプログラムを一時的に記憶するためのものである。ＲＡＭ１２
には、プログラムやデータ、その他デジタルフォトスタンド１０の動作に必要なデータが
保持される。
【００１５】
　記憶装置１３は、例えば、ハードディスクやフラッシュメモリ等によって構成され、メ
モリカード２０から読み出された画像データ等、任意のデータを記憶する。ここで、メモ
リカード２０は、例えば、フラッシュメモリ等によって構成され、各種のデータを記憶す
る。メモリカード２０には、デジタルカメラの撮影によって得られたデジタル写真等の画
像データが記録される。
【００１６】
　メディアコントローラ１４は、メモリカード２０に対してデータを読み書きするもので
ある。
【００１７】
　デジタルフォトスタンド１０の側面には、例えば、図２に示すように、メモリカード２
０を挿入するためのメモリカード挿入口１４ａが設けられ、このメモリカード挿入口１４
ａにメモリカード２０が挿入されると、メモリカード２０とメディアコントローラ１４と
が接続される。そして、メモリカード２０とメディアコントローラ１４との接続が確認さ
れると、メモリカード２０に記録された画像データが読み出される。
【００１８】
　入力キー１５は、ユーザからの操作指示を受け付けるためのキーである。入力キー１５
は、例えば、ユーザが所望する写真を選択するために用いられる選択キーや、写真画像を
順次表示する、いわゆるスライドショーの開始及び停止に用いられる再生・停止キー等か
ら構成される。入力キー１５は、図２に示すように、例えば、デジタルフォトスタンド１
０の表示パネル１７枠の下部に配置され、ユーザの押圧操作に応じたオン信号等を操作情
報として出力する。
【００１９】
　駆動回路１６は、記憶装置１３やメモリカード２０に記憶される画像データに従って表
示パネル１７を駆動し、当該表示パネル１７に画像、操作画面等を表示させる。
【００２０】
　表示パネル１７は、例えば、液晶パネル、有機ＥＬ（Electro Luminescence）パネル等
によって構成され、駆動回路１６の動作に基づいて、任意の画像を表示する。表示パネル
１７は、図２に示すように、例えば、デジタルフォトスタンド１０の前面に配置される。
【００２１】
　接触式センサ１８は、ユーザの指等の被接触物を検出するセンサである。接触式センサ
１８は、例えば、静電容量式、感圧式等のタッチセンサから構成される。接触式センサ１
８は、図２に示すように、例えば、デジタルフォトスタンド１０の表示パネル１７の枠に
設けられている。ユーザが指等で接触式センサ１８を触れると、指等が触れたことを示す
操作情報、センサへの押圧力を示す押圧力情報等が出力される。
【００２２】
　イメージセンサ１９は、デジタルフォトスタンド１０の周囲の環境情報を検出するセン
サである。イメージセンサ１９は、例えば、ＣＣＤ（Charge Coupled Device）式、ＣＭ
ＯＳ（Complementary Metal Oxide Semiconductor）式等のカメラから構成される。イメ
ージセンサ１９は、図２に示すように、例えば、デジタルフォトスタンド１０の表示パネ
ル１７の枠に設けられている。イメージセンサ１９は、典型的には、デジタルフォトスタ
ンド１０の周囲の画像を、任意のタイミングで、任意の回数だけ撮影する。また、イメー
ジセンサ１９は、動画像を撮影することもできる。そして、当該撮影された画像は、記憶
装置１３やメモリカード２０に記憶され、当該画像から周囲の環境情報が抽出される。
【００２３】
　以下では、注記しない限り、後述する表示処理装置について、図１及び図２に示したデ
ジタルフォトスタンド１０により説明を加える。表示処理装置は、必要に応じて適宜一般
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的なコンピュータやデジタルカメラ等の要素に置換することができ、これらの実施形態も
本発明の範囲に含まれる。
【００２４】
（表示処理装置の構成）
　本実施形態に係る表示処理装置１００の概要構成について図３を参照して説明する。表
示処理装置１００は、表示部１１０と、制御部１２０と、記憶部１３０と、取得部１４０
と、決定部１５０と、変換部１６０と、を備える。以下に表示処理装置１００の各構成要
素について説明する。
　なお、各部の機能は互いに連関し合っているが、用途に応じて各部の採否を適宜変更す
ることができる。
【００２５】
　表示部１１０は、制御部１２０からの制御に基づいて、画像データが表す画像を表示す
る。例えば、表示部１１０は、記憶部１３０に記憶される画像データが表す画像を、一定
の時間間隔おきに次々と表示したり、画面を多数に分割し、当該分割したそれぞれの画面
に画像を同時に表示したりすることもできる。表示部１１０は、任意の方法に基づいて、
任意の画像を表示することができる。
【００２６】
　ＣＰＵ１１、駆動回路１６、及び、表示パネル１７等が協働して動作することにより、
表示部１１０として機能する。
【００２７】
　制御部１２０は、表示処理装置１００全体の動作を制御し、各構成要素と接続され制御
信号やデータをやり取りする。
【００２８】
　ＣＰＵ１１、及び、ＲＡＭ１２等が協働して動作することにより、制御部１２０として
機能する。
【００２９】
　記憶部１３０は、表示部１１０に表示するための画像データを記憶する。また、記憶部
１３０は、変換部１６０により補正や調整が加えられた画像データを適宜記憶する。また
、記憶部１３０は、後述する代表的な色又は人物の種別と、画風と、が対応付けられた対
応表、ユーザが設定した設定データ、表示処理装置１００を制御するための制御プログラ
ム等、任意のデータを記憶する。
【００３０】
　ＲＡＭ１２、記憶装置１３、及び、メモリカード２０等が協働して動作することにより
、記憶部１３０として機能する。
【００３１】
　取得部１４０は、表示処理装置１００の周囲を示す周囲画像を表す周囲画像データを取
得する。ここで、表示処理装置１００の周囲とは、取得部１４０により撮影することがで
きる任意の範囲をいう。また、周囲画像とは、典型的には、表示処理装置１００が設置さ
れた周辺を示す画像いい、例えば、室内全体を示す画像、室内の物品（家具、窓、置物等
）を示す画像等、取得部１４０により撮影された任意の画像をいう。
【００３２】
　図４は、表示処理装置１００の配置例を示す図である。表示処理装置１００は、同図に
示すように、典型的には、室内の壁面やテーブル上等に配置される。このため、取得部１
４０は、室内全体を示す画像、室内の所定の範囲を示す画像、室内にいる人物を示す画像
等を撮影することにより、表示処理装置１００の周囲を示す周囲画像データを取得する。
【００３３】
　図５Ａ及び５Ｂは、周囲画像の一例を示す図である。例えば、図４に示すように、表示
処理装置１００が壁に設置されているとする。この場合、取得部１４０は、図５Ａに示す
ように、表示処理装置１００が設置された室内にあるテーブル２００を撮影した周囲画像
が表される周囲画像データを取得する。また、表示処理装置１００が設置された室内に人
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物がいる場合、取得部１４０は、図５Ｂに示すように、人物３００を撮影した周囲画像が
表される周囲画像データを取得する。
【００３４】
　なお、取得部１４０は、例えば、ユーザからの指示がある場合、所定の時間になった場
合、周囲の環境が変化した場合等、任意のタイミングにおいて、周囲画像データを取得す
ることができる。また、取得部１４０は、任意の設定（例えば、撮影方向、倍率、シャッ
タースピード、絞り等）で、周囲画像データを取得することができる。
【００３５】
　また、取得部１４０は、ユーザからの指示入力を受け付けることにより、指示入力情報
を取得する。例えば、取得部１４０は、入力キー１５や接触式センサ１８を通じて、ユー
ザからの指示入力を受け付ける。そして、受け付けられた指示入力に基づいて、表示処理
装置１００は動作する。
【００３６】
　ＣＰＵ１１、入力キー１５、接触式センサ１８、及び、イメージセンサ１９等が協働し
て動作することにより、取得部１４０として機能する。
【００３７】
　決定部１５０は、取得部１４０が取得した周囲画像データからピクセル情報を取得し、
当該ピクセル情報に基づいて色の区分けを行うことにより、周囲画像から代表的な色を決
定する。ここで、代表的な色とは、典型的には、所定の閾領域以上を占める色、複数の色
のうち、占有割合が最も大きい色等をいう。例えば、決定部１５０は、周囲画像データの
ピクセルごとに、色相、彩度、及び、明度等を判別して、当該ピクセルの色成分を判定す
る。そして、決定部１５０は、判定された色成分が、当該周囲画像に占める割合に基づい
て、代表的な色を決定する。
【００３８】
　また、決定部１５０は、取得部１４０が取得した周囲画像に人物が写っている場合、当
該人物の種別を決定する。ここで、人物の種別とは、典型的には、性別、年齢、年代、人
種等をいい、人物が特定できる任意の特徴をいう。決定部１５０は、例えば、周囲画像に
写っている人物の顔領域を検出して、当該顔領域の特徴点が有する尤度に基づいて、人物
の種別を決定する。ここで、特徴点とは、例えば、目の色、髪の色、肌の色、顔の輪郭等
、顔領域の任意の点及び領域をいう。なお、人物の種別を決定する方法は、公知の手法を
用いることができ、また、特開２００７－２８０２９１号公報に記載される内容を含み、
当該内容が参酌される。
【００３９】
　周囲画像に写っている人物の顔領域を検出するために、決定部１５０は、取得部１４０
が取得した周囲画像データに基づいて、この周囲画像データが表す画周囲像における注目
領域である人物の顔領域を探す（サーチする）。ここで、注目領域とは、主要被写体（人
物）が写っている領域であり、典型的には、人物の顔が写っている顔領域をいう。決定部
１５０は、例えば、予め用意されている、所定の顔（主要被写体）の像を含むテンプレー
ト画像を用いて、テンプレートマッチング等によってテンプレート画像と所定基準以上類
似する領域を探す。このような領域が注目領域であり、この領域があれば、決定部１５０
は、この領域を注目領域として検出する。このような注目領域のサーチ・検出は、公知技
術（所謂、顔検出等の技術）を利用できる。
【００４０】
　なお、決定部１５０は、注目領域について、複数の候補がある場合には、例えば、その
うちのランダムに決めた一つの候補を注目領域とすることもできる。また、決定部１５０
は、一つの周囲画像データを用いて注目領域を検出できなかった場合には、取得部１４０
が次に取得した周囲画像データを用いて注目領域を検出することもできる。
【００４１】
　ＣＰＵ１１、及び、ＲＡＭ１２等が協働して動作することにより、決定部１５０として
機能する。
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【００４２】
　変換部１６０は、記憶部１３０に記憶されるデータや取得部１４０が取得した画像デー
タを、所定の形式の画像データに変換する。例えば、変換部１６０は、写真画像に対して
、パステル画、水墨画、水彩画、鉛筆画、日本画、もしくは、洋風画等に画風を変換する
。変換部１６０は、画像データ、及び、当該画像データが表す画像に対して、任意の補正
や調整を加えることができる。
【００４３】
　ここで、アート的効果とは、特殊な視覚的な特徴が与えられる効果をいう。
　また、パステル画とは、典型的には、パステルによって描かれた画像をいい、当該パス
テルの特徴である鮮やかな色や柔らかさにより表現される画像も含まれる。
　また、水墨画とは、典型的には、墨によって描かれた画像をいい、墨線や墨のぼかしに
よる濃淡や抑揚により表現される画像も含まれる。
　また、水彩画とは、典型的には、水彩絵の具によって描かれた画像をいい、ぼかし、淡
さ、温かみ等により表現される画像も含まれる。
　また、鉛筆画とは、典型的には、鉛筆によって描かれた画像をいい、当該鉛筆の特徴で
ある色の濃淡により表現される画像も含まれる。
　また、日本画とは、典型的には、絵画の主題や様式において日本的特徴を有する画像を
いい、日本の風景が描かれた画像や日本人が描いた画像も含まれる。
　また、洋風画とは、典型的には、絵画の主題や様式において西洋的特徴を有する画像を
いい、西洋の風景が描かれた画像や西洋人が描いた画像も含まれる。
　また、画風とは、画像における視覚的な印象といい、絵に表れた画家または流派の特色
や傾向、もしくは、絵の表現の仕方の特徴や傾向も含まれる。
【００４４】
　画風の変換は、画像データが表す画像に画風を変更する画像処理が施されることにより
行われる。このような画像処理は、ラスタ形式の画像データを扱うグラフィックソフト（
いわゆるペイント系ソフト（例えば、フォトショップ（ＰＨＯＴＯＳＨＯＰ：登録商標）
）で用いられているフィルタ（アートフィルタ）などと同様の効果となる画像処理によっ
て行われる。この画像処理では、元となる画像データが表す画像についての種々のパラメ
ータが変更され、例えば、パステル調の画像などの変換画像が生成される。この場合の画
像処理の種類は任意であり、実行可能な画像処理によって実現できる種々の画像変換（例
えば、モノクロ調への変換、セピア調への変換、ソフトフォーカス調への変換、ビビッド
調への変換、モザイク調への変換、ミニチュア写真風への変換、など）が適用されうる。
【００４５】
　なお、上記のパラメータは、画像処理を施すときに使用される各種数値である。このよ
うなパラメータは、画像の性質を表す数値であり、例えば、明るさ、変換の細かさ、なめ
らかさ、テクスチャでの値等、画像処理の種類（変更する画風の種類）によって、様々な
もので構成される。ここでは、このパラメータによって画風の変更度が表現される。変更
度とは、どの程度の強度で画像変換処理を行うかの尺度となる値であり、画像処理の前後
の画像を比べたときの変化の度合いである。
【００４６】
　ＣＰＵ１１、及び、ＲＡＭ１２等が協働して動作することにより、変換部１６０として
機能する。
【００４７】
　次に、本実施形態の表示処理装置１００にて実行される画像処理について説明する。図
６は、画像処理の流れを示すフローチャートである。以下、本図を参照して説明する。
【００４８】
　まず、記憶部１３０は、表示部１１０に表示させるための画像データを記憶する（ステ
ップＳ１０１）。例えば、デジタルカメラやカメラ付き携帯電話により撮影された画像デ
ータが、メモリカードや赤外線通信を介して取得され、記憶部１３０に記憶される。
【００４９】
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　次に、取得部１４０は、表示処理装置１００の周囲を撮影することにより、周囲画像デ
ータを取得する（ステップＳ１０２）。取得部１４０は、例えば、ユーザからの指示があ
る場合、所定の時間になった場合、周囲の環境が変化した場合、表示処理装置１００の周
囲にいる人物が移動した場合等のタイミングにおいて、表示処理装置１００の周囲を撮影
することにより、周囲画像データを取得する。そして、取得された周囲画像データは、記
憶部１３０に記憶される。
【００５０】
　図５Ａ及び５Ｂは、周囲画像の一例を示す図である。取得部１４０は、例えば、図５Ａ
に示すような、室内にあるテーブル２００が含まれる画像を撮影して、周囲画像データを
取得する。また、取得部１４０は、図５Ｂに示すような、表示処理装置１００の周囲に人
物がいる場合には、当該人物が含まれる画像を撮影して、周囲画像データを取得する。
【００５１】
　次に、決定部１５０は、記憶部１３０に記憶される周囲画像データからピクセル情報を
取得し、当該ピクセル情報に基づいて色の区分けを行うことにより、周囲画像から代表的
な色を決定する（ステップＳ１０３）。決定部１５０は、周囲画像データのピクセルごと
に、例えば、色相、彩度、及び、明度等を判別して、当該ピクセルの色成分を判定する。
そして、決定部１５０は、判定された色成分が、当該周囲画像に占める割合に基づいて、
代表的な色を決定する。
【００５２】
　図７は、代表的な色の決定方法について説明するために、理解を容易にする便宜的な図
である。同図に示される１つの升目が１ピクセルとすると、全画像は２５ピクセルとなる
。そして、２５ピクセルのうち、黒色を示すピクセル数は５、白色を示すピクセル数は２
０、である。このため、色成分の割合は、黒色が５／２５＝２０％、白色が２０／２５＝
８０％、となる。従って、占有割合が最も大きい色成分を代表的な色とする場合では、白
色が代表的な色として決定される。
【００５３】
　図８は、周囲画像に含まれる色成分の分類例を示す図である。同図に示すように、色成
分ごとの割合が求められて、当該割合に基づいて代表的な色が決定される。同図では、白
色の割合が最も大きいため、白色が代表的な色として決定される。
【００５４】
　また、例えば、図５Ａに示すようなテーブル２００が含まれる周囲画像の場合、決定部
１５０は、割合が最も大きい色である白色を、代表的な色として決定する。
【００５５】
　なお、決定部１５０は、任意の手法により、代表的な色を決定することもできる。例え
ば、決定部１５０は、ピクセルごとではなく、周囲画像を複数（例えば、１００）に分割
し、当該分割された画像ごとに色成分を判別することにより、代表的な色を決定すること
もできる。また、決定部１５０は、複数の周囲画像データから、代表的な色を決定するこ
ともできる。これにより、周囲を代表する適切な色を決定することができる。
【００５６】
　また、代表的な色は、１色に限られず複数色であってもよい。また、色成分の分類数は
、１６、２５６等、任意である。
【００５７】
　また、決定部１５０は、取得部１４０が取得した周囲画像に人物が写っている場合、当
該人物の種別を決定する（ステップ１０３）。決定部１５０は、例えば、周囲画像に写っ
ている人物の顔領域を検出して、当該顔領域の特徴点が有する尤度に基づいて、人物の種
別を決定する。そして、決定された人物の種別に基づいて、画像が変換される。例えば、
図５Ｂに示すような人物３００が含まれる周囲画像の場合、決定部１５０は、人物３００
の顔領域を検出して、当該顔領域の特徴点が有する尤度に基づいて、人物３００の種別を
幼児として決定する。
【００５８】
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　また、決定部１５０は、所定の時間間隔おきに取得され記憶された周囲画像データに基
づいて、代表的な色や人物の種別を決定することもできる。例えば、所定の時間間隔おき
に取得された周囲画像データが１０ある場合、決定部１５０は、当該１０の周囲画像デー
タから、代表的な色や人物の種別を決定する。時間が変化することによって、表示処理装
置１００の周囲も変化していくため、取得される周囲画像も変化していく。そして、所定
の時間間隔おきに取得された周囲画像データから、代表的な色や人物の種別が決定される
と、当該代表的な色や人物の種別に基づいて変換される変換画像も時間によって変化して
いく。このため、変換画像を時間によって変化させることができるため、ユーザが所望す
る画像を適宜表示することができる。
【００５９】
　なお、決定部１５０は、複数の周囲画像データから、すべて、もしくは、一部のデータ
を抽出して、当該抽出したデータに基づいて、色又は人物の種別を決定することもできる
。
【００６０】
　次に、変換部１６０は、決定された代表的な色、又は、人物の種別に基づいて、記憶部
１３０に記憶された画像データを変換する（ステップＳ１０４）。変換部１６０は、表示
処理装置１００の周囲の色と、表示処理装置１００により表示される画像の色と、が一致
するように、画像データを変換する。ここで、周囲の色とは、表示処理装置１００の周囲
を占める色をいい、典型的には、周囲画像データから決定された代表的な色に相当する。
【００６１】
　図９Ａは、変換前の画像の一例を示す図であり、図９Ｂ及び９Ｃは、変換後の画像の一
例を示す図である。ここで、変換前の画像とは、典型的には、デジタルカメラやカメラ付
き携帯電話により撮影された画像をいう。例えば、変換部１６０は、代表的な色が灰色で
ある場合、図９Ａ及び９Ｂに示すように、デジタルカメラ等により撮影された一般的な画
像を、灰色の色から構成されるエンボス調の画像に変換する。ここで、エンボス調とは、
文字や絵柄などを浮き彫りにする表現、もしくは、立体的な表現をいう。
【００６２】
　なお、代表的な色がどの色である場合に、どのような変換を行うかは任意であり、ユー
ザが任意に設定することもできる。変換部１６０は、代表的な色が白色である場合、淡い
色を示すパステル調の画風に画像を変換することもでき、また、代表的な色が青色である
場合、水彩画風に画像を変換することもでき、また、代表的な色が黒色である場合、水墨
画風に画像を変換することもできる。これにより、周囲の色と一致する画風の画像を表示
することができる。周囲の色が青色である場合、すなわち、代表的な色が青色である場合
、表示される画像を水彩画風に変換することにより、周囲の色にマッチした画像を表示す
ることができる。
【００６３】
　また、変換部１６０は、決定された代表的な色と同一又は類似の色が所定の閾領域以上
に付されるように、画像データを変換することもできる。ここで、類似の色とは、典型的
には、色相差が小さい色をいい、色の性質が似ている色も含まれる。これにより、周囲の
色に一致する画像を表示することができる。
【００６４】
　また、すべての色成分の割合が所定値未満であるために代表的な色がない場合、変換部
１６０は、画像データをランダムに変換することもできる。
【００６５】
　また、変換部１６０は、取得部１４０が取得した周囲画像に人物が写っている場合、当
該人物に対応させて画像を変換することもできる。例えば、変換部１６０は、周囲画像に
幼児が写っている場合、図９Ａ及び９Ｃに示すように、デジタルカメラ等により撮影され
た一般的な画像を、鉛筆画風の画像に変換する。幼児は色鉛筆で絵を描くことを望む傾向
にあるため、周囲画像に幼児が写っている場合に、鉛筆画風の画像を表示して幼児に見せ
ることにより、幼児を喜ばすことができる。
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【００６６】
　なお、人物の種別がどのような種別である場合に、どのような変換を行うかは任意であ
り、ユーザが任意に設定することもできる。例えば、変換部１６０は、人物の種別が日本
人の場合、日本画風に画像を変換することもでき、また、人物の種別が西洋人の場合、洋
画風に画像を変換することもできる。これにより、特定の人物が典型的に好むとされる画
像を表示することができる。
【００６７】
　図１０は、代表的な色又は人物の種別と画風との対応表の一例である。変換部１６０は
、例えば、同図に示すように、決定された色又は人物の種別に対応させて、表示される画
像の画風を変換する。
【００６８】
　また、ユーザと、当該ユーザが所望する画風と、が対応付けられて記憶されている場合
、変換部１６０は、取得部１４０が取得した周囲画像に当該ユーザが写っている際に、当
該ユーザが所望する画風に画像を変換することもできる。これにより、ユーザが所望する
画像を表示することができる。
【００６９】
　次に、表示部１１０は、変換された画像データが表す変換画像を表示する（ステップＳ
１０５）。表示部１１０は、例えば、図９Ｂに示されるような変換画像を表示する。表示
部１１０は、スライドショーのように変換画像を次々と表示することもでき、また、同一
の変換画像を表示し続けることもできる。
【００７０】
　以上の処理により、表示処理装置１００により表示される画像の画風と、当該表示処理
装置１００が配置された周囲の色と、を対応させて、周囲環境に適する画像を表示するこ
とができる。また、ユーザが所望する画像を表示することができる。
【００７１】
　なお、本発明は上記の実施形態に限定されず、種々の変形及び応用が可能である。
【００７２】
　前記のハードウエェア構成やフローチャートは一例であり、任意に変更および修正が可
能である。
【００７３】
　表示部１１０、制御部１２０、記憶部１３０、取得部１４０、決定部１５０、及び、変
換部１６０などから構成される表示処理装置１００の処理を行う中心となる部分は、デジ
タルフォトスタンドによらず、通常のコンピュータシステムを用いて実現可能である。例
えば、前記の動作を実行するためのコンピュータプログラムを、コンピュータが読み取り
可能な記録媒体（フレキシブルディスク、ＣＤ－ＲＯＭ、ＤＶＤ－ＲＯＭ等）に格納して
配布し、当該コンピュータプログラムをコンピュータにインストールすることにより、前
記の処理を実行する表示処理装置１００を構成してもよい。また、インターネット等の通
信ネットワーク上のサーバ装置が有する記憶装置に当該コンピュータプログラムを格納し
ておき、通常のコンピュータシステムがダウンロード等することで表示処理装置１００を
構成してもよい。
【００７４】
　また、表示処理装置１００の機能を、ＯＳ（オペレーティングシステム）とアプリケー
ションプログラムの分担、またはＯＳとアプリケーションプログラムとの協働により実現
する場合などには、アプリケーションプログラム部分のみを記録媒体や記憶装置に格納し
てもよい。
【００７５】
　また、搬送波にコンピュータプログラムを重畳し、通信ネットワークを介して配信する
ことも可能である。たとえば、通信ネットワーク上の掲示板（BBS; Bulletin Board Syst
em）に前記コンピュータプログラムを掲示し、ネットワークを介して前記コンピュータプ
ログラムを配信してもよい。そして、このコンピュータプログラムを起動し、ＯＳの制御
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下で、他のアプリケーションプログラムと同様に実行することにより、前記の処理を実行
できるように構成してもよい。
【産業上の利用可能性】
【００７６】
　以上説明したように、本発明によれば、ユーザが所望する画像を表示するのに好適な表
示処理装置、及び、プログラムを提供することができる。
【符号の説明】
【００７７】
　１０…デジタルフォトスタンド、１１…ＣＰＵ、１２…ＲＡＭ、１３…記憶装置、１４
…メディアコントローラ、１４ａ…メモリカード挿入口、１５…入力キー、１６…駆動回
路、１７…表示パネル、１８…接触式センサ、１９…イメージセンサ、２０…メモリカー
ド、１００…表示処理装置、１１０…表示部、１２０…制御部、１３０…記憶部、１４０
…取得部、１５０…決定部、１６０…変換部、２００…テーブル、３００…人物

【図１】 【図２】
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