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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　課金に応じてユーザを撮影して画像を生成する画像生成装置において生成された複数の
画像から上記ユーザが１年以内に上記画像生成装置を利用して生成された画像を少なくと
も１枚抽出する抽出部と、
　上記抽出部が抽出した画像に対して加工処理を施す加工部と、
　上記加工部が加工処理を施した画像を順次表示する順次表示用データを生成する生成部
と、を備え、
　上記生成部は、上記画像生成装置がユーザを撮影して生成した動画像を構成するフレー
ム画像を用いて、上記順次表示用データを生成するとともに、
　上記フレーム画像は、合成用動画像を構成するフレーム画像がさらに合成された画像で
あることを特徴とするデータ生成装置。
【請求項２】
　上記加工処理は、動画効果付加処理、フィルタリング処理および人物抽出処理の少なく
とも何れかを含む、
ことを特徴とする請求項１に記載のデータ生成装置。
【請求項３】
　上記動画効果付加処理は、上記複数の画像に対して、動画像のような動きを付加する処
理である、
ことを特徴とする請求項２に記載のデータ生成装置。
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【請求項４】
　上記動画効果付加処理は、画像を徐々に拡大するズームイン動画効果、画像を徐々に縮
小するズームアウト動画効果、および、画像を所定の方向に移動させるパン動画効果の少
なくとも何れかの効果を付加する処理である、
ことを特徴とする請求項２に記載のデータ生成装置。
【請求項５】
　上記抽出部は、上記ユーザと一緒に写っている他のユーザが同じである画像を抽出する
、
ことを特徴とする請求項１～４の何れか１項に記載のデータ生成装置。
【請求項６】
　上記生成部は、上記順次表示用データに音楽データを付加する、
ことを特徴とする請求項１～５の何れか１項に記載のデータ生成装置。
【請求項７】
　上記加工部は、上記複数の画像に対して、各画像を徐々に変化させる加工処理を施す、
ことを特徴とする請求項１～６の何れか１項に記載のデータ生成装置。
【請求項８】
　課金に応じてユーザを撮影して画像を生成する画像生成装置において生成された複数の
画像から上記ユーザが１年以内に上記画像生成装置を利用して生成された画像を少なくと
も１枚抽出する工程と、
　上記抽出する工程において抽出された画像に対して加工処理を施す加工工程と、
　上記加工工程において加工処理が施された画像を順次表示する順次表示用データを生成
する生成工程と、を含み、
　上記生成工程では、上記画像生成装置がユーザを撮影して生成した動画像を構成するフ
レーム画像を用いて、上記順次表示用データを生成するとともに、
　上記フレーム画像は、合成用動画像を構成するフレーム画像がさらに合成された画像で
あることを特徴とする画像生成方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、画像を管理する管理サーバ、及び、そのような管理サーバの画像生成方法に
関する。また、そのような管理サーバとしてコンピュータを動作させるためのプログラム
、及び、記録媒体に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、写真シール作成装置において生成された画像をユーザに提供するサービスとして
、画像の印刷されたプリントシールをユーザに提供するサービスと併せて、ユーザの所有
する携帯端末に画像を表示させることによって画像をユーザに提供するサービスが広がっ
てきている。また、このようなサービスは、写真シール作成装置において生成された画像
を管理する管理サーバからユーザに提供されることが一般的である。
【０００３】
　また、特許文献１には、ユーザにより選択されたアニメーション動作する動的要素画像
の１コマに相当する代表要素画像および写真画像が合成された画像を写真撮影遊戯機から
取得すると共に、取得した代表要素画像に対応する動的要素画像を自身のハードディスク
から読み出し、送信用画像と合わせて動画ファイルを生成するサーバが開示されている。
【０００４】
　なお、特許文献２及び３には、複数のカメラによりユーザを撮影すると共に、撮影した
複数の画像をユーザに提示する撮影装置が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
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【特許文献１】特開２０１０－００９２５５号公報
【特許文献２】特開２０１２－２３９２０１号公報
【特許文献３】特開２０１２－２５３７８５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかし、特許文献１に記載の技術では、管理サーバは、写真シール作成装置において生
成された画像の新たな楽しみ方をユーザに提供するという点において課題がある。例えば
、特許文献２に記載の技術では、ユーザにより代表要素画像が選択されているため、ユー
ザは、サーバにおいて生成される動画ファイルの内容を予め推測していることになる。従
って、サーバにおいて生成された動画ファイルを閲覧したとしても、写真撮影遊戯機にお
いて生成された画像を閲覧することと何ら変わりがない。
【０００７】
　本発明は、上記の課題を解決するためになされたものであり、その主たる目的は、管理
サーバにおいて管理されている画像の新たな楽しみ方を提供することのできる管理サーバ
を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明の一態様に係るデータ生成装置は、上記の課題を解決するために、課金に応じて
ユーザを撮影して画像を生成する画像生成装置において生成された複数の画像を順次表示
する順次表示用データを生成する生成部を備え、上記生成部は、上記複数の画像に対して
、加工処理を施す、ことを特徴としている。
【０００９】
　本発明の一態様に係るデータ生成装置において、上記加工処理は、動画効果付加処理、
フィルタリング処理および人物抽出処理の少なくとも何れかを含む、ことが好ましい。
【００１０】
　本発明の一態様に係るデータ生成装置において、上記動画効果付加処理は、上記複数の
画像に対して、動画像のような動きを付加する処理である、ことが好ましい。
【００１１】
　本発明の一態様に係るデータ生成装置において、上記動画効果付加処理は、画像を徐々
に拡大するズームイン動画効果、画像を徐々に縮小するズームアウト動画効果、および、
画像を所定の方向に移動させるパン動画効果の少なくとも何れかの効果を付加する処理で
ある、ことが好ましい。
【００１２】
　本発明の一態様に係るデータ生成装置において、上記複数の画像から所定の判断基準に
基づいて少なくとも１枚の画像を抽出する抽出部をさらに備え、上記生成部は、上記抽出
部が抽出した画像に対して、上記加工処理を施す、ことが好ましい。
【００１３】
　本発明の一態様に係るデータ生成装置において、上記抽出部は、上記ユーザと一緒に移
っている他のユーザが同じである画像を抽出する、ことが好ましい。
【００１４】
　本発明の一態様に係るデータ生成装置において、上記生成部は、上記順次表示用データ
に音楽データを付加する、ことが好ましい。
【００１５】
　本発明の一態様に係るデータ生成装置において、上記生成部は、上記画像生成装置がユ
ーザを撮影して生成した動画像を構成するフレーム画像を用いて、上記順次表示用データ
を生成する、ことが好ましい。
【００１６】
　本発明の一態様に係るデータ生成装置において、上記生成部は、上記複数の画像に対し
て、各画像を徐々に変化させる加工処理を施す、ことが好ましい。
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【００１７】
　本発明の一態様に係るデータ生成装置の画像生成方法は、上記の課題を解決するために
、課金に応じてユーザを撮影して画像を生成する画像生成装置において生成された複数の
画像を順次表示する順次表示用データを生成する生成工程と、を含み、上記生成工程にお
いて、上記複数の画像に対して、加工処理を施す、ことを特徴としている。
【発明の効果】
【００１８】
　本発明は、管理サーバにおいて管理されている画像の新たな楽しみ方を提供することが
できるという効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】本発明の第１実施形態に係る管理サーバの要部構成を示すブロック図である。
【図２】本発明の第１実施形態に係る撮影画像管理システムの構成を示す図である。
【図３】本発明の第１実施形態に係る写真シール作成装置の外観の構成例を示す斜視図で
ある。
【図４】本発明の第１実施形態に係る写真シール作成装置の外観を他の角度からみた斜視
図である。
【図５】本発明の第１実施形態におけるユーザの移動について説明する図である。
【図６】本発明の第１実施形態に係る写真シール作成装置に備えられる撮影部の構成例を
示す図である。
【図７】本発明の第１実施形態に係る写真シール作成装置に備えられる背景部の構成例を
示す図である。
【図８】本発明の第１実施形態に係る写真シール作成装置に備えられる編集部の構成例を
示す図である。
【図９】本発明の第１実施形態に係る写真シール作成装置に備えられる事後接客部の構成
例を示す図である。
【図１０】本発明の第１実施形態に係る写真シール作成装置の内部の構成例を示すブロッ
ク図である。
【図１１】本発明の第１実施形態に係る写真シール作成装置に備えられる制御部の詳細な
構成例を示す機能ブロック図である。
【図１２】本発明の第１実施形態に係る携帯端末の要部構成を示すブロック図である。
【図１３】本発明の第１実施形態における会員登録処理時に携帯端末の表示部に表示され
るウェブページの一例を示す画面遷移図である。
【図１４】本発明の第１実施形態における写真撮影から画像保存までの一連の処理の流れ
の一例を示すシーケンス図である。
【図１５】本発明の第１実施形態における管理サーバへの画像保存処理時に携帯端末の表
示部に表示されるウェブページの一例を示す画面遷移図である。
【図１６】本発明の第１実施形態に係る撮影画像管理システムにおける携帯端末への画像
保存に関する一連の処理の流れの一例を示すシーケンス図である。
【図１７】本発明の第１実施形態における携帯端末への画像保存処理時に携帯端末の表示
部に表示されるウェブページの一例を示す画面遷移図である。
【図１８】本発明の第１実施形態に係る管理サーバの制御部の備える画像管理部の要部構
成を示すブロック図である。
【図１９】本発明の第２実施形態に係る管理サーバの制御部の備える画像管理部の要部構
成を示すブロック図である。
【図２０】本発明の第３実施形態に係る管理サーバの制御部の備える画像管理部の要部構
成を示すブロック図である。
【図２１】本発明の第３実施形態の変形例に係る写真シール作成装置の要部構成を示すブ
ロック図である。
【発明を実施するための形態】
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【００２０】
　〔実施形態１〕
　本発明の第１実施形態について、図１～図１７を参照して以下に説明する。以下の特定
の実施形態で説明する構成以外の構成については、必要に応じて説明を省略する場合があ
るが、他の実施形態で説明されている場合は、その構成と同じである。また、説明の便宜
上、各実施形態に示した部材と同一の機能を有する部材については、同一の符号を付し、
適宜その説明を省略する。さらに、各図面に記載した構成の形状、ならびに、長さ、大き
さおよび幅などの寸法は、実際の形状および寸法を反映させたものではなく、図面の明瞭
化と簡略化のために適宜変更している。
【００２１】
　（撮影画像管理システム１０）
　図２は、本発明の第１実施形態に係る撮影画像管理システム１０の構成を示す図である
。図２に示すように、撮影画像管理システム１０は、写真シール作成装置１、携帯端末６
、および管理サーバ４を備えている。
【００２２】
　撮影画像管理システム１０の概要について、以下に説明する。撮影画像管理システム１
０は、ユーザの写真撮影、画像の編集、画像の写真シールとしての印刷、および画像提供
サイトへの画像の保存を実現するサービスをユーザに提供する。写真撮影、画像編集、お
よび写真シール印刷のサービスは、ゲームセンターなどの店舗に設置された写真シール作
成装置１によって提供される。画像保存のサービスは、画像提供サイトを管理する管理サ
ーバ４によって提供される。ユーザは、自身が所持する携帯端末６を操作することによっ
て、自身の撮影画像を画像提供サイトに保存することができる。
【００２３】
　画像提供サイトへの画像の保存には、事前の会員登録が必要である。ユーザは、無料会
員として自身を画像提供サイトに登録する。無料会員は、会費を支払う必要がないが、画
像提供サイトは保存できる画像の枚数に制限を受ける。本実施形態では、無料会員は、一
回のゲームごとに一枚の画像のみを画像提供サイトに保存できる。
【００２４】
　ユーザは、自身の会員属性を、無料会員から有料会員に変更することができる。有料会
員は、一定の会費を継続的に支払う必要がある代わりに、画像提供サイトに無制限に画像
を保存できる。本実施形態では、一回の写真撮影によって生成された撮影画像を全て画像
提供サイトに保存できる。
【００２５】
　撮影画像管理システム１０における写真撮影から画像保存までの流れについて、以下に
簡潔に説明する。一人または複数人のユーザは、代金を写真シール作成装置１に支払い、
写真撮影および画像編集に関するゲームをプレイする。ユーザはゲーム中に自身を被写体
として撮影する。ユーザは、撮影によって生成された画像の中から、編集対象の画像をい
くつか選択し、好きなように編集する。また、ユーザは、後で画像を画像提供サイトに保
存するために、写真シール作成装置１に自身のメールアドレスを入力する。
【００２６】
　ゲームの終了後、ユーザは写真シールを手に入れる。一方、写真シール作成装置１は、
生成した画像に、入力されたユーザのメールアドレスを関連付けて、管理サーバ４に送信
する。管理サーバ４は、受信したメールアドレス宛に、受信した画像を画像提供サイトに
保存することを案内するメールを送信する。ユーザは、自身の携帯端末６においてこのメ
ールを受信する。メールには、画像を画像提供サイトに保存するための手順が、記載され
ている。ユーザは、その手順に従い、画像を保存するための操作を携帯端末６に対して行
う。この結果、画像提供サイトにおけるユーザ専用の画像記憶領域に、画像が保存される
。
【００２７】
　画像提供サイトへの画像保存後、ユーザは、携帯端末６または所望の他の装置を用いて
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画像提供サイトにログインして、画像をダウンロードすることができる。
【００２８】
　（写真シール作成装置の構成）
　撮影画像管理システム１０を構成する各装置の構成および機能について、以下に詳細に
説明する。まず、写真シール作成装置１の詳細について、図３～図１１を参照して説明す
る。図３は、本発明の第１実施形態に係る写真シール作成装置１の外観の構成例を示す斜
視図である。この図に示すように、写真シール作成装置１は、主に、撮影ユニット１１、
編集部１２、および事後接客部１３を備えている。写真シール作成装置１は、撮影ユニッ
ト１１と編集部１２とが接し、かつ、編集部１２と事後接客部１３とが接した状態で設置
される。
【００２９】
　（撮影ユニット１１）
　撮影ユニット１１は、撮影部２１および背景部２２を備えている。撮影部２１と背景部
２２とは、所定の距離だけ離れて設置される。撮影部２１と背景部２２の間に形成される
空間である撮影空間において、撮影制御が行われる。
【００３０】
　撮影部２１は、撮影制御をユーザに行わせる装置である。撮影部２１は、撮影空間に入
り、撮影制御を行っているユーザの正面に位置する。撮影空間を正面に望む面を構成する
撮影部２１の正面パネル４１には、撮影制御時にユーザによって用いられるタッチパネル
モニタなどが設けられる。撮影空間にいるユーザから見て左側の面を左側面、右側の面を
右側面とすると、撮影部２１の左側面が側面パネル４２Ａによって構成され、右側面が側
面パネル４２Ｂによって構成される。
【００３１】
　背景部２２は、正面を向いて撮影制御を行っているユーザの背面側に位置する板状の部
材である背面パネル５１、背面パネル５１の左端に取り付けられ、側面パネル４２Ａより
横幅の狭い板状の部材である側面パネル５２Ａ、および、背面パネル５１の右端に取り付
けられ、側面パネル４２Ｂより横幅の狭い板状の部材である側面パネル５２Ｂ（図４）か
ら構成される。
【００３２】
　撮影部２１の左側面を構成する側面パネル４２Ａと背景部２２の側面パネル５２Ａは、
ほぼ同一平面に設けられ、それぞれの上部が板状の部材である連結部２３Ａによって連結
される。また、撮影部２１の右側面を構成する側面パネル４２Ｂと背景部２２の側面パネ
ル５２Ｂは、ほぼ同一平面に設けられ、それぞれの上部が板状の部材である連結部２３Ｂ
によって連結される。
【００３３】
　撮影部２１の側面パネル４２Ａ、連結部２３Ａ、および背景部２２の側面パネル５２Ａ
に囲まれることによって形成される開口が撮影空間の出入り口Ｇ１となる。撮影部２１の
側面パネル４２Ｂ、連結部２３Ｂ、および背景部２２の側面パネル５２Ｂに囲まれること
によって形成される開口も撮影空間の出入り口Ｇ２となる。
【００３４】
　背景部２２の上部には、背面パネル５１、側面パネル５２Ａ、および側面パネル５２Ｂ
に支持される形で背景カーテンユニット２５が設けられる。背景カーテンユニット２５に
は、色または柄の異なる、背景に利用する巻き取り式の背景カーテンが複数収納される。
背景カーテンユニット２５は、撮影部２１に設けられたカメラ等による撮影と連動して動
作し、撮影の際に、例えばユーザによって選択された色のカーテンを下ろし、その他のカ
ーテンを巻き取る。
【００３５】
　背景カーテンユニット２５に収納される背景カーテンとしては、複数枚のカーテンを１
枚のクロマキ用のカーテンとして使用する昇降式カーテンを用意してもよい。また、クロ
マキ用のカーテンを予め撮影空間の背面となる背面パネル５１に張り付けると共に、合成
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用の背景画像を複数種類用意し、後述する編集制御において、ユーザが所望する背景画像
をカーテンの部分に合成することができるようにしてもよい。
【００３６】
　撮影空間の上方には、撮影部２１の正面パネル４１、連結部２３Ａ、連結部２３Ｂ、お
よび背景カーテンユニット２５に囲まれる開口が形成され、その開口の一部を覆うように
天井ストロボユニット２４が設けられる。天井ストロボユニット２４の一端が連結部２３
Ａに固定され、他端が連結部２３Ｂに固定される。天井ストロボユニット２４は、撮影に
合わせて撮影空間内に向けて発光するストロボを内蔵する。天井ストロボユニット２４を
構成するストロボの内部には蛍光灯が設けられており、撮影空間の照明としても機能する
。
【００３７】
　（編集部１２）
　編集部１２は、撮影制御によって得られた画像を編集する処理である編集制御をユーザ
に行わせる装置である。編集部１２は、一方の側面が撮影部２１の正面パネル４１の背面
に接するように撮影ユニット１１に連結して設けられる。編集部１２には、編集制御時に
ユーザによって用いられるタブレット内蔵モニタなどの構成が設けられる。
【００３８】
　図３に示す編集部１２の構成を正面側の構成とすると、２組のユーザが同時に編集する
ことができるように、編集部１２の正面側と背面側には編集制御に用いられる構成がそれ
ぞれ設けられる。
【００３９】
　編集部１２の正面側は、床面に対して垂直な面であり、側面パネル４２Ａとほぼ平行な
面である面７１と、面７１の上方に形成された斜面７２から構成され、編集制御に用いら
れる構成が斜面７２に設けられる。斜面７２の左側には、柱状の形状を有し、照明装置７
４の一端を支持する支持部７３Ａが設けられる。支持部７３Ａの上面にはカーテンレール
２６を支持する支持部７５が設けられる。斜面７２の右側にも、照明装置７４の他端を支
持する支持部７３Ｂ（図４）が設けられる。
【００４０】
　編集部１２の上方にはカーテンレール２６が取り付けられる。カーテンレール２６は、
上から見たときの形状がコの字状となるように３本のレール２６Ａ乃至２６Ｃを組み合わ
せて構成される。平行に設けられるレール２６Ａと２６Ｂの一端は、連結部２３Ａと連結
部２３Ｂにそれぞれ固定され、他端に残りの一本のレール２６Ｃの両端が接合される。
【００４１】
　カーテンレール２６には、編集部１２の正面前方の空間と背面前方の空間の内部が外か
ら見えないようにカーテンが取り付けられる。カーテンレール２６に取り付けられたカー
テンによって囲まれる編集部１２の正面前方の空間と背面前方の空間が、ユーザが編集制
御を行う編集空間となる。
【００４２】
　（事後接客部１３）
　図４は、写真シール作成装置の外観を他の角度からみた斜視図である。事後接客部１３
は事後接客を行い、ユーザに事後接客に対する操作を行わせる装置である。事後接客には
、画像（編集済みの画像を含む）を管理サーバ４に送信する処理、ミニゲームをユーザに
行わせる処理、アンケートに答えさせる処理などが含まれる。
【００４３】
　図４に示すように、事後接客部１３は、所定の厚さを有する板状の筐体を有しており、
その背面が編集部１２の左側面に接するように編集部１２に連結して設けられる。事後接
客部１３の正面には、事後接客に対する操作時にユーザによって用いられるタブレット内
蔵モニタ、および、画像（編集済みの画像を含む）が印刷されたシール紙が排出される排
出口などが設けられる。事後接客部１３の正面前方の空間が、シール紙への印刷が終わる
のを待っているユーザが事後接客に対する操作を行う事後接客空間となる。
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【００４４】
　（ユーザの移動）
　写真シール作成ゲームの流れと、それに伴うユーザの移動について図５を参照して説明
する。図５は、ユーザの移動について説明する図である。
【００４５】
　写真シール作成装置１のユーザは、白抜き矢印＃１で示すように出入り口Ｇ１から、ま
たは白抜き矢印＃２で示すように出入り口Ｇ２から、撮影部２１と背景部２２の間に形成
された撮影空間Ａ１に入り、撮影部２１に設けられたカメラおよびタッチパネルモニタな
どを利用して撮影制御を行う。
【００４６】
　なお、ユーザの画像の撮影においては、すべての撮影がシール紙に印刷される画像を撮
影するものとは限らず、携帯端末６に送信するため（又は、携帯端末６において閲覧可能
なように、管理サーバ４に送信するため）にのみ撮影される場合もある。これは、印刷さ
れる画像と携帯端末６に送信される画像との間でユーザの嗜好が異なることがあるためで
あり、ユーザの撮影時において、携帯端末６への送信を意識した撮影をしたいユーザの意
向にこたえるものである。
【００４７】
　撮影制御を終えたユーザは、白抜き矢印＃３で示すように出入り口Ｇ１を使って撮影空
間Ａ１から出て編集空間Ａ２－１に移動するか、白抜き矢印＃４で示すように出入り口Ｇ
２を使って撮影空間Ａ１から出て編集空間Ａ２－２に移動する。
【００４８】
　編集空間Ａ２－１は、編集部１２の正面側の編集空間であり、編集空間Ａ２－２は、編
集部１２の背面側の編集空間である。編集空間Ａ２－１と編集空間Ａ２－２のいずれの空
間に移動するのかが、撮影部２１のタッチパネルモニタの画面表示などによって案内され
る。例えば２つの編集空間のうちの空いている方の空間が移動先として案内される。編集
空間Ａ２－１または編集空間Ａ２－２に移動したユーザは編集制御を開始する。編集空間
Ａ２－１のユーザと、編集空間Ａ２－２のユーザは同時に編集制御を行うことができる。
【００４９】
　編集制御が終了した後、画像（編集済みの画像を含む）の中から選択された画像の印刷
が開始される。画像の印刷中、編集制御を終えたユーザは、編集空間Ａ２－１で編集制御
を行っていた場合には白抜き矢印＃５で示すように編集空間Ａ２－１から事後接客空間Ａ
３に移動して事後接客を受け、当該事後接客に対する操作を行う。また、編集制御を終え
たユーザは、編集空間Ａ２－２で編集制御を行っていた場合には白抜き矢印＃６で示すよ
うに編集空間Ａ２－２から事後接客空間Ａ３に移動し、事後接客空間Ａ３において事後接
客を受け、当該事後接客に対する操作を行う。
【００５０】
　画像の印刷が終了したとき、ユーザは、事後接客部１３に設けられた排出口からシール
紙を受け取り、一連の写真シール作成ゲームを終えることになる。
【００５１】
　（各部材の構成）
　次に、写真シール作成装置１に備えられる各部材の構成について説明する。
【００５２】
　（撮影部２１）
　図６は、写真シール作成装置１に備えられる撮影部２１の構成例を示す図である。撮影
部２１は、正面パネル４１、側面パネル４２Ａ、および側面パネル４２Ｂが、箱状の形状
を有するベース部４３に取り付けられることによって構成される。
【００５３】
　正面パネル４１は撮影空間Ａ１で撮影制御を行うユーザの正面に位置し、側面パネル４
２Ａと側面パネル４２Ｂは、それぞれ、撮影空間Ａ１で撮影制御を行うユーザの左側、右
側に位置する。側面パネル４２Ａの上方には連結部２３Ａが固定され、側面パネル４２Ｂ
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の上方には連結部２３Ｂが固定される。
【００５４】
　正面パネル４１のほぼ中央には撮影・表示ユニット８１が設けられる。撮影・表示ユニ
ット８１は、カメラ９１、正面ストロボ９２、およびタッチパネルモニタ９３から構成さ
れる。
【００５５】
　カメラ９１は、ＣＣＤ（Charge Coupled Device）またはＣＭＯＳ（complementary met
al-oxide semiconductor）などの撮像素子によって構成され、撮影空間Ａ１にいるユーザ
を撮影する。カメラ９１によって取り込まれた動画像は、タッチパネルモニタ９３にリア
ルタイムで表示される。ユーザによって撮影が指示されたときなどの所定のタイミングで
カメラ９１によって取り込まれた画像は画像（静止画像）として保存される。
【００５６】
　カメラ９１の下側に設けられたタッチパネルモニタ９３は、ＬＣＤ（Liquid Crystal D
isplay）などのモニタと、それに積層されたタッチパネルによって構成される。タッチパ
ネルモニタ９３は、カメラ９１によって取り込まれた動画像を表示するライブビューモニ
タとしての機能と、各種のＧＵＩ（Graphical User Interface）画像を表示し、ユーザの
選択操作をタッチパネルによって受け付ける機能とを備えている。タッチパネルモニタ９
３には、適宜、背景等の画像が合成された後の動画像が表示される。
【００５７】
　正面パネル４１には、撮影・表示ユニット８１の位置を基準として、上方に上ストロボ
８２が設置される。また、左方に左ストロボ８３が設置され、右方に右ストロボ８４が設
置される。撮影・表示ユニット８１の下方の位置には、ベース部４３の上面が一部突出す
る形で下ストロボ８５が設けられる。
【００５８】
　上ストロボ８２は、ユーザを上前方から照射する。左ストロボ８３は、ユーザを左前方
から照射し、右ストロボ８４は、ユーザを右前方から照射する。下ストロボ８５は、ユー
ザを下前方から照射する。
【００５９】
　ベース部４３にはユーザの足元を照射する足元ストロボ８６も設けられる。上ストロボ
８２、左ストロボ８３、右ストロボ８４、下ストロボ８５、および足元ストロボ８６の内
部には蛍光灯が設けられており、天井ストロボユニット２４を構成するストロボの内部の
蛍光灯と合わせて、撮影空間Ａ１内の照明として用いられる。後述するように、各蛍光灯
の発光量を調整することによって、または、発光させる蛍光灯の数を調整することによっ
て、撮影空間Ａ１内の明るさが、ユーザが行っている撮影制御の内容に応じて適宜調整さ
れる。
【００６０】
　足元ストロボ８６の右側には、ユーザがお金を投入する硬貨投入返却口８７が設けられ
る。
【００６１】
　下ストロボ８５を挟んでベース部４３の上面の左右に形成されるスペース４３Ａおよび
４３Ｂは、撮影制御を行うユーザが手荷物等を置くための荷物置場として用いられる。正
面パネル４１の例えば天井付近には、撮影制御の案内音声、ＢＧＭ（Back Ground Music
）、効果音等の音を出力するスピーカも設けられる。
【００６２】
　（背景部２２）
　図７は、写真シール作成装置１に備えられる背景部２２の構成例を示す図である。上述
したように、背面パネル５１の上方には背景カーテンユニット２５が設けられる。背景カ
ーテンユニット２５のほぼ中央には、撮影空間Ａ１内で撮影制御を行っているユーザを後
方中央から照射する背面中央ストロボ１０１が取り付けられる。
【００６３】
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　背面パネル５１の上方であって、出入り口Ｇ１側の位置には、撮影空間Ａ１内で撮影制
御を行っているユーザを左後方から照射する背面左ストロボ１０２が取り付けられる。ま
た、背面パネル５１の上方であって、出入り口Ｇ２側の位置には、撮影空間Ａ１内で撮影
制御を行っているユーザを右後方から照射する背面右ストロボ１０３が取り付けられる。
【００６４】
　（編集部１２）
　図８は、写真シール作成装置１に備えられる編集部１２の構成例を示す図である。この
図に示すように、編集部１２において、斜面７２のほぼ中央には、タブレット内蔵モニタ
１３１が設けられる。タブレット内蔵モニタ１３１を挟んで左側にタッチペン１３２Ａが
設けられ、右側にタッチペン１３２Ｂが設けられる。
【００６５】
　タブレット内蔵モニタ１３１は、タッチペン１３２Ａ及び１３２Ｂを用いて操作入力が
可能なタブレットがＬＣＤなどのモニタに重畳して設けられることによって構成される。
タブレット内蔵モニタ１３１には、例えば、編集対象画像として選択された画像の編集に
用いられる画面である編集画面が表示される。２人で同時に編集作業を行う場合、タッチ
ペン１３２Ａは一方のユーザによって用いられ、タッチペン１３２Ｂは他方のユーザによ
って用いられる。
【００６６】
　なお、編集部１２において行われる画像の編集は、すべてが印刷される画像に対する編
集であるとは限らず、ユーザが携帯端末６への送信のみを想定している画像（つまり、印
刷されない画像）に対する編集である場合もある。これは、印刷される画像と携帯端末６
へ送信されてｗｅｂ上で利用される画像との間で、ユーザの嗜好に違いがあり、例えばブ
ログなどに利用する画像などに対して、印刷される画像に対する編集とは異なる編集をし
たいというユーザの意向にこたえるためのものである。
【００６７】
　（事後接客部１３）
　編集部１２の左側には事後接客部１３が設けられる。図９は、写真シール作成装置１に
備えられる事後接客部１３の構成例を示す図である。
【００６８】
　事後接客部１３の上方中央にはタブレット内蔵モニタ１６１が設けられる。タブレット
内蔵モニタ１６１を挟んで左側にタッチペン１６２Ａが設けられ、右側にタッチペン１６
２Ｂが設けられる。タブレット内蔵モニタ１６１もタブレット内蔵モニタ１３１と同様に
、タッチペン１６２Ａまたは１６２Ｂを用いて操作入力が可能なタブレットがＬＣＤなど
のモニタに重畳して設けられることによって構成される。タブレット内蔵モニタ１６１に
は、ミニゲームなどの事後接客の工程において用いられる画面が表示される。
【００６９】
　タブレット内蔵モニタ１６１の下には非接触型ＩＣリーダ／ライタ１６３が設けられ、
非接触型ＩＣリーダ／ライタ１６３の下にはシール紙排出口１６４が設けられる。シール
紙排出口１６４の下にはスピーカ１６５が設けられる。
【００７０】
　非接触型ＩＣリーダ／ライタ１６３は、近接された非接触型ＩＣと通信を行い、非接触
型ＩＣからのデータの読み出しおよび非接触型ＩＣに対するデータの書き込みを行う。
【００７１】
　シール紙排出口１６４には、編集空間Ａ２－１のユーザが編集制御を行うことによって
作成した画像が印刷されたシール紙、または、編集空間Ａ２－２のユーザが編集制御を行
うことによって作成した画像が印刷されたシール紙が排出される。編集部１２の内部には
プリンタが設けられており、画像の印刷がそのプリンタによって行われる。
【００７２】
　スピーカ１６５は、事後接客時の案内音声、ＢＧＭ、効果音等の音を出力する。
【００７３】
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　（写真シール作成装置１の内部構成）
　次に、写真シール作成装置１の内部構成について説明する。図１０は、写真シール作成
装置１の内部の構成例を示すブロック図である。上述した構成と同じ構成には同じ符号を
付す。重複する説明については適宜省略する。
【００７４】
　制御部２０１は、ＣＰＵ（Central Processing Unit）などから構成され、ＲＯＭ（Rea
d Only Memory）２０６または記憶部２０２に記憶されているプログラムを実行し、写真
シール作成装置１の全体の動作を制御する。制御部２０１には、記憶部２０２、通信部２
０３、ドライブ２０４、ＲＯＭ２０６、ＲＡＭ（Random Access Memory）２０７が接続さ
れる。制御部２０１には、撮影部２１、編集部１２、事後接客部１３、および印刷部２１
１の各構成も接続される。
【００７５】
　記憶部２０２は、ハードディスクまたはフラッシュメモリなどの不揮発性の記憶媒体か
らなり、制御部２０１から供給された各種の設定情報を記憶する。記憶部２０２に記憶さ
れている情報は制御部２０１によって適宜読み出される。
【００７６】
　通信部２０３はインターネットなどのネットワークのインタフェースであり、制御部２
０１による制御に従って外部の装置と通信を行う。
【００７７】
　ドライブ２０４には、光ディスクまたは半導体メモリなどよりなるリムーバブルメディ
ア２０５が適宜装着される。ドライブ２０４によってリムーバブルメディア２０５から読
み出されたコンピュータプログラムおよびデータは、制御部２０１に供給され、記憶部２
０２に記憶されたり、インストールされたりする。
【００７８】
　ＲＯＭ２０６には、制御部２０１において実行されるプログラムおよびデータが記憶さ
れている。ＲＡＭ２０７は、制御部２０１が処理するデータおよびプログラムを一時的に
記憶する。
【００７９】
　撮影部２１は、撮影空間Ａ１におけるユーザの撮影制御に関する処理を行う。撮影部２
１は、硬貨処理部２２１、背景制御部２２２、照明制御部２２３、カメラ９１、タッチパ
ネルモニタ９３、およびスピーカ２２４から構成される。
【００８０】
　硬貨処理部２２１は、硬貨投入返却口８７に対する硬貨の投入を検出する。硬貨処理部
２２１は、例えば３００円などの所定の金額分の硬貨が投入されたことを検出した場合、
そのことを表す起動信号を制御部２０１に出力する。
【００８１】
　背景制御部２２２は、制御部２０１より供給される背景制御信号に従って背景カーテン
ユニット２５に収納されている背景カーテンの上げ下ろしを行う。背景カーテンの選択が
ユーザによって手動で行われるようにしてもよい。
【００８２】
　照明制御部２２３は、制御部２０１より供給される照明制御信号に従って、撮影空間Ａ
１内の各ストロボの発光を制御する。上述したように、撮影空間Ａ１には、天井ストロボ
ユニット２４のストロボの他に、撮影部２１に設けられる上ストロボ８２、左ストロボ８
３、右ストロボ８４、下ストロボ８５、足元ストロボ８６と、背景部２２に設けられる背
面中央ストロボ１０１、背面左ストロボ１０２、背面右ストロボ１０３が設けられる。各
ストロボの内部には蛍光灯も設けられる。
【００８３】
　また、照明制御部２２３は、各ストロボの内部に設けられる蛍光灯の発光量を調整する
ことによって、または、発光させる蛍光灯の数を調整することによって、ユーザが行って
いる撮影制御の段階に応じて撮影空間Ａ１内の明るさを調整する。
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【００８４】
　カメラ９１は、制御部２０１による制御に従って撮影を行い、撮影によって得られた画
像（画像）を制御部２０１に出力する。
【００８５】
　編集部１２Ａは、編集空間Ａ２－１におけるユーザの編集制御に関する処理を行う。編
集部１２Ａは、編集部１２の正面側に設けられるタブレット内蔵モニタ１３１、タッチペ
ン１３２Ａ、１３２Ｂ、およびスピーカ２３１から構成される。編集部１２Ｂも編集部１
２Ａと同一の構成を有しており、編集空間Ａ２－２におけるユーザの編集制御に関する処
理を行う。
【００８６】
　タブレット内蔵モニタ１３１は、制御部２０１による制御に従って編集画面を表示し、
編集画面に対するユーザの操作を検出する。ユーザの操作の内容を表す信号は制御部２０
１に供給され、編集対象の画像の編集が行われる。
【００８７】
　事後接客部１３は、事後接客空間Ａ３における事後接客に関する処理を行う。事後接客
部１３は、タブレット内蔵モニタ１６１、タッチペン１６２Ａ、１６２Ｂ、非接触型ＩＣ
リーダ／ライタ１６３、およびスピーカ１６５から構成される。
【００８８】
　印刷部２１１は、印刷制御を行う構成であるプリンタ２４１、およびシール紙ユニット
２４２から構成される。プリンタ２４１は、画像、またはユーザによる編集制御によって
得られた編集済みの画像を、プリンタ２４１に装着されたシール紙ユニット２４２に収納
されているシール紙に印刷し、シール紙排出口１６４に排出する。一点鎖線で囲んで示す
事後接客部１３と印刷部２１１が、事後接客空間Ａ３にいるユーザを相手とした事後接客
に関する処理を行う構成となる。
【００８９】
　また、印刷部２１１は、印刷制御に係る処理において、シール紙への撮影画像（又は編
集画像）の印刷に加え、欄外（シール紙の端部など）に、管理サーバ４へ送信した画像を
取得するためのＵＲＬ（Uniform Resource Locater）、及び、シールＩＤ（画像取得用Ｉ
Ｄ）などを印刷してもよい。シールＩＤとは、写真シール作成装置１において１ゲーム中
に生成された１又は複数の画像（撮影画像および編集画像を含む）を一義的に特定するた
めの識別子であり、ユーザが１ゲーム中に生成された画像を取得するための識別子である
。ユーザは、画像を取得するためのＵＲＬにアクセスし、シールＩＤを入力することによ
り、写真シール作成装置１において１ゲーム中に生成された画像を取得するためのウェブ
ページ（画像取得用ページ）を携帯端末６に表示させることができる。
【００９０】
　これは、例えば、事後接客部１３などにおいてユーザからメールアドレスの入力を受け
付ける際に、タイムアウトやミス入力により正しいアドレスを受け付けることができず、
画像を取得するためのＵＲＬなどの情報をユーザに送信することができないなど場合に、
シール紙に印刷されているＵＲＬにアクセスしてシールＩＤを入力することによりユーザ
が画像を取得することができるようにするためである。
【００９１】
　なお、印刷部２１１は、画像を取得するための情報として、ＵＲＬではなく、例えば、
所定のメールアドレス又はＱＲコード（登録商標）などを印刷してもよい。所定のメール
アドレスが印刷されている場合には、ユーザは、当該所定のメールアドレスに空メールを
送信することにより、画像を取得するためのＵＲＬが記載されたメールを管理サーバ４か
ら受信することができる。また、シール紙にＱＲコードが印刷されている場合には、ユー
ザは、携帯端末６を用いてＱＲコードの示すウェブページへアクセスすることにより、画
像取得用ページへ直接アクセスすることもできる。
【００９２】
　（制御部の構成）
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　図１１は、写真シール作成装置１に備えられる制御部２０１の詳細な構成例を示す機能
ブロック図である。この図に示すように、制御部２０１は、通信制御部３１１、撮影制御
部３１２、編集制御部３１３、印刷制御部３１４、および事後接客制御部３１５を備えて
いる。
【００９３】
　通信制御部３１１は、通信部２０３による外部の装置との通信を制御する。
【００９４】
　撮影制御部３１２は、撮影部２１による、写真シール作成ゲームを開始する際に投入さ
れる代金に関する処理と、ユーザの撮影制御に従いユーザグループを撮影する等、写真シ
ール作成ゲームにおけるユーザの撮影制御に関する処理とを制御する。撮影制御部３１２
は、画像が撮影された日時に関する日時情報を生成することもできる。
【００９５】
　編集制御部３１３は、編集部１２Ａおよび編集部１２Ｂによる画像に対する落書き編集
等、写真シール作成ゲームにおけるユーザの編集制御に関する処理を制御する。
【００９６】
　印刷制御部３１４は、印刷部２１１によるシール紙の印刷等、写真シール作成ゲームに
おけるユーザの印刷制御に関する処理を制御する。
【００９７】
　事後接客制御部３１５は、事後接客部１３による、編集作業を終了したユーザグループ
を接客する処理等、写真シール作成ゲームにおける事後接客に関する処理を制御する。
【００９８】
　（管理サーバ４）
　次に、管理サーバ４の詳細について、図１を参照して説明する。図１は、本発明の実施
形態１に係る管理サーバ４の要部構成を示すブロック図である。この図に示すように、管
理サーバ４は、主に、制御部４０１、記憶部４０２、および通信部４０３を備えている。
制御部４０１は、管理サーバ４に備えられる各部材を統括制御する。記憶部４０２は、管
理サーバ４において使用される各種データを記憶する。通信部４０３は、撮影画像管理シ
ステム１０を構成する他の装置と通信する。
【００９９】
　（制御部４０１の詳細）
　図１に示すように、制御部４０１は、通信制御部４１１、メール作成部４１２、ウェブ
ページ作成部４１３、および画像管理部４１４を備えている。
【０１００】
　（通信制御部４１１）
　通信制御部４１１は、通信部４０３による通信を制御する。
【０１０１】
　（メール作成部４１２）
　メール作成部４１２は、写真シール作成装置１で遊んだユーザのメールアドレス宛に送
信されるメールを作成する。本実施形態では、メール作成部４１２は、メールデータベー
ス４２１に格納されているデータを用いて、通信制御部４１１から入力されたメールアド
レス宛に送信される、画像の保存を案内するメールを作成し、通信制御部４１１に出力す
る。
【０１０２】
　（ウェブページ作成部４１３）
　ウェブページ作成部４１３は、携帯端末６に表示されるウェブページを作成する。本実
施形態では、ウェブページ作成部４１３は、ウェブページデータベース４２３に格納され
ているデータを用いて、携帯端末６から受信したアクセス要求に応じたウェブページを作
成し、通信制御部４１１に出力する。詳細は後述するが、ウェブページ作成部４１３は、
ユーザの会員種別に応じたウェブページを作成する。
【０１０３】
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　なお、以下において「ページ」は、例えば、ウェブページのように、管理サーバ４が携
帯端末６等の通信端末に送信して表示するためのデータを意味する。上記ページには、通
常、テキストデータおよび画像データが含まれており、さらに、音声データおよび動画デ
ータが含まれていてもよい。
【０１０４】
　（画像管理部４１４）
　画像管理部４１４は、画像提供サイトを通じてユーザに提供される画像を管理する。本
実施形態では、画像管理部４１４は、写真シール作成装置１によって作成された画像のう
ち、ユーザによって指定された画像を画像データベース４２４に保存する。
【０１０５】
　（記憶部４０２の詳細）
　図１に示すように、記憶部４０２は、メールデータベース４２１、会員データベース４
２２、ウェブページデータベース４２３、および画像データベース４２４を有している。
【０１０６】
　（メールデータベース４２１）
　メールデータベース４２１は、ユーザに送信するメールを作成するための各種データを
格納している。
【０１０７】
　（会員データベース４２２）
　会員データベース４２２は、画像提供サイトの会員であるユーザに関する各種情報を格
納している。本実施形態では、会員データベース４２２には、写真シール作成装置１を利
用するユーザを特定する情報（ユーザ特定情報）が、ユーザ別に格納されている。ユーザ
特定情報としては、例えば、ユーザの会員ＩＤ、メールアドレス、ニックネーム、生年月
日、住所、会員属性、入会日、および、ユーザが保有する携帯端末の端末ＩＤなどを挙げ
ることができる。また、会員属性としては、例えば、有料会員および無料会員などを挙げ
ることができる。
【０１０８】
　（ウェブページデータベース４２３）
　ウェブページデータベース４２３は、携帯端末６に表示される画像提供サイトのウェブ
ページを作成するための各種データを格納している。
【０１０９】
　（画像データベース４２４）
　画像データベース４２４は、写真シール作成装置１によって作成されたユーザの画像の
うち、画像提供サイトに保存するようにユーザによって指示された画像を格納している。
画像データベース４２４には、画像が、会員データベース４２２に会員として登録されて
いるユーザごとに区別されて格納されている。
【０１１０】
　図示はしないが、記憶部４０２は、写真シール作成装置１から受信した画像などのデー
タを一時的に保存する一時保存データベースも有している。
【０１１１】
　（通信部４０３の詳細）
　本実施形態では、写真シール作成装置１および携帯端末６が、通信部４０３の通信相手
である。通信部４０３は、通信制御部４１１の制御を受けることによって、他の装置から
データを受信したり、他の装置にデータを送信したりする。
【０１１２】
　（携帯端末６）
　図１２は、本発明の実施形態１に係る携帯端末６の要部構成を示すブロック図である。
この図に示すように、携帯端末６は、主に、制御部６０１、記憶部６０２、通信部６０３
、入力部６０４、および表示部６０５を備えている。制御部６０１は、携帯端末６に備え
られる各部材を統括制御する。記憶部６０２は、携帯端末６において使用される各種デー
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タを記憶する。携帯端末６は、撮影画像管理システム１０を構成する他の装置と通信する
。入力部６０４は、タッチパネルなどの、ユーザが携帯端末６に情報を入力するための装
置である。表示部６０５は、液晶表示装置などの、情報を表示するための装置である。
【０１１３】
　（制御部６０１の詳細）
　図１２に示すように、制御部６０１は、通信制御部６１１、入力制御部６１２、および
表示制御部６１３を備えている。
【０１１４】
　通信制御部６１１は、通信部６０３による通信を制御する。入力制御部６１２は、入力
部６０４における情報入力を制御する。表示制御部６１３は、表示部６０５における情報
表示を制御する。たとえば、通信制御部６１１から入力されたウェブページを表示制御部
６１３が表示部６０５に出力することによって、当該ウェブページを表示部６０５に表示
させることができる。
【０１１５】
　（会員登録処理）
　撮影画像管理システム１０では、画像提供サイトに会員登録したユーザが、撮影画像を
画像提供サイトに保存することができる。ユーザは、所定の手順に従い自身を画像提供サ
イトに無料会員として登録する。その手順について、図１３を参照して以下に説明する。
図１３は、会員登録処理時に携帯端末６の表示部６０５に表示されるウェブページの一例
を示す画面遷移図である。
【０１１６】
　ユーザは、画像提供サイトに会員登録するために、携帯端末６を用いて画像提供サイト
にアクセスする。この結果、図１３の（ａ）に示すような画像提供サイトのトップページ
１００１が、携帯端末６の表示部６０５に表示される。トップページ１００１は、会員ロ
グイン処理を進めるためのリンク画像１００２、および無料会員登録処理を進めるための
リンク画像１００３を少なくとも含む。
【０１１７】
　ユーザは、携帯端末６の入力部６０４を操作することによって、無料会員登録を進める
ためのリンク画像１００３を選択する。この結果、携帯端末６は、管理サーバ４と通信し
、結果として、図１３の（ｂ）に示すような、無料会員登録用のウェブページ１０１１を
表示部６０５に表示する。
【０１１８】
　ウェブページ１０１１は、無料会員登録されるユーザを特定する情報（ユーザ特定情報
）を入力するための入力フォーム１０１２、および、入力されたユーザ特定情報を管理サ
ーバ４に送信するためのリンク画像１０１３を少なくとも含む。ユーザは、携帯端末６の
入力部６０４を操作することによって、ユーザの会員ＩＤ、パスワード、およびメールア
ドレスなどの各種の個人情報を、ユーザ特定情報として入力フォーム１０１２に入力する
。ユーザは、ユーザ特定情報の入力完了後、リンク画像１０１３を選択する。これにより
携帯端末６は、ユーザ特定情報を管理サーバ４に送信すると共に、ユーザの無料会員登録
を管理サーバ４に要求する。
【０１１９】
　管理サーバ４の通信制御部４１１は、携帯端末６から送信されたユーザ特定情報を通信
部４０３を通じて受信する。通信制御部４１１は、受信したユーザ特定情報をメール作成
部４１２に出力すると共に、会員登録用メールの作成をメール作成部４１２に指示する。
この指示を受けて、メール作成部４１２は、図１３の（ｃ）に示すような会員登録用メー
ル１０２１を作成する。会員登録用メール１０２１は、受信したユーザ特定情報に含まれ
るメールアドレス宛のメールであり、無料会員登録の完了を示すウェブページへのＵＲＬ
１０２２を含んでいる。メール作成部４１２は、作成した会員登録用メール１０２１を通
信制御部４１１に出力する。通信制御部４１１は、入力された会員登録用メール１０２１
を、通信部４０３を介してユーザのメールアドレス宛に送信する。
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【０１２０】
　携帯端末６は、送信された会員登録用メール１０２１を受信し、表示部６０５に表示す
る。ユーザは、表示された会員登録用メール１０２１を確認し、ＵＲＬ１０２２を選択す
る。これにより携帯端末６は、ＵＲＬ１０２２によって特定されるウェブページを、管理
サーバ４に要求する。
【０１２１】
　この要求を受けて、管理サーバ４は、無料会員登録を完了させる。具体的には、管理サ
ーバ４が、会員データベース４２２にユーザ用のアカウント領域（会員固有のデータを保
存する記憶領域）を作成し、当該アカウント領域に、ユーザ特定情報を保存する。このと
き、ユーザが無料会員であることを表す情報を、アカウント領域に追加する。最後に、管
理サーバ４は、無料会員登録が完了したことを示すウェブページを作成し、携帯端末６に
送信する。
【０１２２】
　なお、ユーザは、無料会員の登録後、会員ＩＤ及びパスワードを入力することにより画
像提供サイトにログインし、所定の手続きを踏むことによって、自身を有料会員として画
像提供サイトに登録することができる。この登録完了後、ユーザのアカウント領域には、
ユーザが有料会員であることを表す情報が追加される。
【０１２３】
　（サービスの流れ）
　次に、撮影画像管理システム１０によって提供されるサービスの流れの詳細について、
図１４および図１５を参照して以下に説明する。図１４は、撮影画像管理システム１０に
おける写真撮影から画像保存までの一連の処理の流れの一例を示すシーケンス図である。
【０１２４】
　（写真撮影）
　図１４に示すように、ユーザは、写真シール作成装置１においてゲームのプレイを開始
する（ステップＳ１）。具体的には、ユーザは、写真シール作成装置１の正面パネル４１
の前に立ち、ゲームのプレイに必要な料金の硬貨を、硬貨投入返却口８７に投入する。撮
影制御部３１２は、所定の金額分の硬貨が投入されたか否かを、硬貨処理部２２１から供
給される信号に基づいて判定する。
【０１２５】
　投入されたと判定した場合、撮影制御部３１２は、撮影部２１を制御し、カメラ９１に
取り込まれた被写体の動画像をタッチパネルモニタ９３にライブビュー表示させ、ユーザ
による撮影制御に従って、撮影空間Ａ１にいるユーザを被写体として撮影する（ステップ
Ｓ２）。この撮影制御は撮影処理時間内に複数回行われる。
【０１２６】
　なお、撮影制御における処理として、シール紙への印刷用の画像の撮影ではなく、携帯
端末６への送信用の画像の撮影として、所定の回数の撮影を行うこともある。この場合に
は、携帯端末６への送信用の画像に適した画像として、合成用画像をクロマキ合成した画
像、及び、色フィルターによるフィルタリング処理などの画像処理を施した画像を、撮影
時に作成することもある。
【０１２７】
　写真撮影の終了後、撮影制御部３１２は、撮影空間Ａ１にいるユーザに対して、編集空
間Ａ２－１または編集空間Ａ２－２への移動を案内する。この案内は、案内画面を撮影部
２１のタッチパネルモニタ９３に表示させることによって、または、音声案内をスピーカ
２２４から出力させることによって、行われる。
【０１２８】
　（画像編集）
　案内の終了後、編集制御部３１３は、編集空間Ａ２－１と編集空間Ａ２－２のうち、撮
影制御を終えたユーザの移動先とした方の編集空間に対応する編集部１２を制御すること
によって、編集部１２に画像を編集させる（ステップＳ３）。具体的には、編集制御部３
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１３は、編集対象画像として選択または取得された画像に合成するための合成用画像をユ
ーザに選択させ、選択された合成用画像を画像に合成させ、得られた合成画像を、ユーザ
による編集操作に従って編集する。また、携帯端末６への送信用の画像に対する編集とし
て、例えば、画像を所定のサイズにトリミングする処理、色フィルターによるフィルタリ
ング処理、及び、複数の画像を一つの画像として仕上げるコラージュ合成処理などの処理
を行うこともできる。
【０１２９】
　編集の終了後、編集制御部３１３は、編集空間Ａ２－１または編集空間Ａ２－２におい
て編集制御を終えたユーザに、事後接客空間Ａ３への移動を案内する。この案内は、案内
画面をタブレット内蔵モニタ１３１に表示させることによって、または、案内音声をスピ
ーカ２３１から出力させることによって、行われる。
【０１３０】
　（写真シール印刷）
　案内の終了後、印刷制御部３１４は、ユーザによって選択された画像をプリンタ２４１
に出力してシール紙に印刷させる（ステップＳ４）。印刷が終了すると、事後接客制御部
３１５は、印刷が終了した旨をタブレット内蔵モニタ１６１に表示させ、プリンタ２４１
は、管理サーバ４及び写真シール作成装置１から同じ手順で画像を取得可能なように、写
真シール作成装置１において作成されたシールＩＤおよび、画像取得情報（画像取得サイ
トのＵＲＬ、または、取得のためのメールアドレスなど）が欄外に印刷され、また、所定
の画像が中央部に印刷されたシール紙をシール紙排出口１６４に排出する。
【０１３１】
　（事後接客）
　印刷中、事後接客制御部３１５は、事後接客部１３を制御し、印刷終了待機中のユーザ
に対する事後接客に関する処理を制御する（ステップＳ５）。具体的には、事後接客制御
部３１５は、事後接客部１３による事後接客に関する処理として、写真シール作成ゲーム
において画像（編集済みの画像を含む）を管理サーバ４に送信するための処理を制御する
。その際、事後接客制御部３１５は、ゲームをプレイしたユーザのメールアドレスを入力
するためのメールアドレスの入力画面、および、送信する画像の選択画面をタブレット内
蔵モニタ１６１に表示させる。ユーザは、タッチペン１６２Ａまたはタッチペン１６２Ｂ
を用いることによって、現在用いているメールアドレスを入力すると共に、管理サーバ４
に送信したい画像を選択する。
【０１３２】
　（画像送信）
　通信制御部３１１は、入力されたメールアドレスおよび選択された画像もしくは制御部
２０１が送信対象と決定した画像を、通信部２０３を通じて管理サーバ４に送信する（ス
テップＳ６）。このとき送信される画像には、当該画像を一義的に特定するための識別子
（画像ＩＤ）が関連付けられている。写真シール作成装置１から送信されたメールアドレ
ス、画像、および画像ＩＤを、管理サーバ４の通信部４０３が受信し（ステップＳ７）、
通信制御部４１１に出力する。通信制御部４１１は、受信した画像を、記憶部４０２の図
示しない一時保存データベースに保存する。保存された画像などのデータは、規定の期限
が経過するまで一時保存データベースに格納され続け、期限が経過すると自動的に一時保
存データベースから削除される。
【０１３３】
　なお、通信制御部３１１は、管理サーバ４に対し、ユーザが選択した所定の枚数の画像
だけではなく、ユーザが将来有料会員になる場合を考慮して、すべての画像を送信しても
よい。これにより、ユーザは、無料会員の状態で撮影したあと、サイト上で有料会員にな
った場合に、無料会員の状態で撮影したすべての画像を取得することができる。
【０１３４】
　（案内メールの作成および送信）
　通信制御部４１１は、受信したメールアドレスおよび画像ＩＤをメール作成部４１２に
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出力する。メール作成部４１２は、通信制御部４１１から受け取ったメールアドレス宛に
送信される、画像の保存をユーザに案内する案内メールを作成する。その手順は次の通り
である。メール作成部４１２は、画像ＩＤをウェブページ作成部４１３に出力すると共に
、当該画像ＩＤによって特定される画像を保存するためのウェブページを示すＵＲＬ１１
０２の生成を、ウェブページ作成部４１３に要求する。ウェブページ作成部４１３は、要
求されたＵＲＬ１１０２を生成し、メール作成部４１２に出力する。
【０１３５】
　メール作成部４１２は、案内メールを作成するためのデータをメールデータベース４２
１から取得する。そして、当該データ、ＵＲＬ１１０２、およびユーザのメールアドレス
を用いて、図１５の（ａ）に示す案内メール１１０１を作成する。案内メール１１０１の
本文中には、ＵＲＬ１１０２が記載されている。メール作成部４１２は、作成した案内メ
ール１１０１を通信制御部４１１に出力する。通信制御部４１１は、通信部４０３を介し
て、ユーザのメールアドレス宛に案内メール１１０１を送信する（ステップＳ８）。
【０１３６】
　なお、メール作成部４１２は、画像ＩＤとその画像ＩＤにかかわる画像とをまとめるウ
ェブページではなく、シールＩＤをユーザに入力してもらうだけのウェブページを示すＵ
ＲＬを含む案内メールを送信してもよい。この場合には、管理サーバ４は、案内メールに
含まれるＵＲＬの示すウェブページ上において、携帯端末６からシール紙の欄外に印刷さ
れたシールＩＤの入力を受け付け、当該管理サーバ４に送信されている画像を表示するよ
うにしてもよい。
【０１３７】
　（画像保存用ウェブページの要求および送信）
　携帯端末６の通信部６０３は、送信された案内メール１１０１を受信し（ステップＳ９
）、通信制御部６１１に出力する。通信制御部６１１は、入力された案内メール１１０１
を表示制御部６１３に出力する。表示制御部６１３は、入力された案内メール１１０１を
表示部６０５に出力する。ユーザは、表示部６０５に表示された案内メール１１０１を確
認し、画像提供サイトに画像を保存するために、入力部６０４を用いてＵＲＬ１１０２を
選択する（ステップＳ１０）。
【０１３８】
　入力制御部６１２は、入力部６０４における選択入力を受け付け、ＵＲＬ１１０２が選
択されたことを通信制御部６１１に通知する。これを受けて通信制御部６１１は、選択さ
れたＵＲＬ１１０２に対応するウェブページを、管理サーバ４に要求する。具体的な手順
は次の通りである。通信制御部６１１は、記憶部６０２に格納されているユーザの会員Ｉ
Ｄを取得し、この会員ＩＤを含みかつウェブページの提供を求める所定のリクエストを、
通信部６０３を通じて管理サーバ４に送信する。
【０１３９】
　通信制御部４１１は、送信されたリクエストを通信部４０３を通じて受信し（ステップ
Ｓ１１）、ウェブページ作成部４１３に出力する。ウェブページ作成部４１３は、リクエ
ストに含まれる会員ＩＤを会員データベース４２２に照会することによって、ユーザの会
員種別を判定する（ステップＳ１２）。本実施形態では、ウェブページ作成部４１３は、
ユーザが無料会員および有料会員のいずれであるかを判定し、判定結果に応じたウェブペ
ージを作成する。ウェブページ作成部４１３は、ユーザが無料会員であると判定した場合
には、図１５（ｂ）に示すような、無料会員が画像を保存するためのウェブページ１１０
３を作成する。一方、ユーザが有料会員であると判定した場合には、図１５（ｃ）に示す
ような、有料会員が画像を保存するためのウェブページ１１０７を作成する。
【０１４０】
　図１５（ｂ）に示すように、ウェブページ１１０３は、一つのサムネイル画像１１０４
、ユーザに有料会員の登録を促すリンク画像１１０５、および、画像提供サイトに画像を
一枚保存するためのリンク画像１１０６を含んでいる。ユーザが無料会員である場合には
保存できる画像が一枚であるため、サムネイル画像１１０４は、その一枚の画像のサムネ
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イルである。なお、当該一枚の画像とは、写真シール作成装置１においてユーザにより選
択された画像である。一方、画像が複数枚ある場合、サムネイル画像１１０４は、これら
複数の画像のいずれかのサムネイルである。
【０１４１】
　図１５（ｃ）に示すように、ウェブページ１１０７は、一つのサムネイル画像１１０４
、および、全ての画像を保存するためのリンク画像１１０８を含んでいる。
【０１４２】
　本例では、ユーザは無料会員であるので、ウェブページ作成部４１３は、無料会員用の
ウェブページ１１０３を作成する。ウェブページ作成部４１３は、作成したウェブページ
１１０３を通信制御部４１１に出力する。通信制御部４１１は、入力されたウェブページ
１１０３を、通信部４０３を通じて携帯端末６に送信する（ステップＳ１３）。
【０１４３】
　（画像保存）
　携帯端末６は、通信部６０３を通じてウェブページ１１０３を受信する（ステップＳ１
４）。ウェブページ１１０３は、通信制御部６１１を介して表示制御部６１３に出力され
る。表示制御部６１３は、入力されたウェブページ１１０３を表示部６０５に出力する。
ユーザは、表示部６０５に表示されたウェブページ１１０３を確認する。ユーザが無料会
員である場合、画像が複数枚あったとしても、画像提供サイトに保存できるのは、それら
のうちのいずれか一枚である。ユーザは、一枚の画像を保存したい場合、入力部６０４を
通じてリンク画像１１０６を選択する。なお、当該保存したい画像は、写真シール作成装
置１において携帯端末６へ送信する画像として選択した画像に限られず、例えば、画像提
供サイトにアクセスしている携帯端末６において保存対象の画像として指定された画像で
あってもよい。
【０１４４】
　入力制御部６１２は、入力部６０４における選択入力を受け付け、リンク画像１１０６
が選択されたことを通信制御部６１１に通知する。これを受けて、通信制御部６１１は、
画像保存の指示を管理サーバ４に送信する（ステップＳ１５）。
【０１４５】
　送信された保存指示を、通信制御部４１１が通信部４０３を通じて受信する（ステップ
Ｓ１６）。これにより通信制御部４１１は、画像の保存を画像管理部４１４に指示する。
画像管理部４１４は、この指示を受けて、一時保存データベースに格納されているユーザ
の画像を、ユーザの会員ＩＤに関連付けて画像データベース４２４に保存する（ステップ
Ｓ１７）。その際、画像が一枚なら、その画像を保存する。一方、画像が複数枚なら、そ
のうちのいずれか一つ（たとえばサムネイル画像１１０４に対応する画像）を保存する。
これにより、図１４に示す一連の処理は完了する。
【０１４６】
　なお、無料会員であるユーザは、全ての画像を保存したい場合、リンク画像１１０５を
選択する。この場合、有料会員登録のための一連の処理が撮影画像管理システム１０にお
いて行われる。そして登録が完了すると、全ての画像がユーザの会員ＩＤに関連付けられ
て画像データベース４２４に保存される。
【０１４７】
　また、ユーザが有料会員である場合の保存処理は、本質的には上述した無料会員の場合
の保存処理と同じである。ただし、ユーザは、ウェブページ１１０７に含まれるリンク画
像１１０８を選択する。これにより管理サーバ４は、画像データベース４２４におけるユ
ーザの画像記憶領域に、全ての画像を保存する。なお、ユーザによる保存する画像（無料
会員であれば１枚の画像、有料会員であれば全ての画像）の選択は、写真シール作成装置
１において受け付けられていてもよい。この場合には、画像管理部４１４は、写真シール
作成装置１において選択されている画像を画像データベース４２４に保存すればよい。
【０１４８】
　（携帯端末６への画像保存）
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　以下に、画像提供サイトに保存された画像をユーザの携帯端末６に保存する際の処理の
流れについて、図１６および図１７を参照して説明する。図１６は、撮影画像管理システ
ム１０における携帯端末６への画像保存に関する一連の処理の流れの一例を示すシーケン
ス図である。図１７は、携帯端末６への画像保存処理時に携帯端末６の表示部６０５に表
示されるウェブページの一例を示す画面遷移図である。
【０１４９】
　ユーザは、画像提供サイトにログインするために、画像提供サイトにアクセスする。そ
の結果、図１７（ａ）に示すような画像提供サイトのトップページ１００１が、携帯端末
６の表示部６０５に表示される。ユーザは、携帯端末６の入力部６０４を操作することに
よって、画像提供サイトへの会員ログイン処理を進めるためのリンク画像１００２を選択
する。入力制御部６１２はこの選択操作を受け付けて、リンク画像１００２が選択された
ことを通信制御部６１１に通知する。これにより通信制御部６１１は、ユーザの会員ＩＤ
およびパスワードを記憶部６０２から読み出し、通信部６０３を通じて管理サーバ４に送
信すると共に、画像提供サイトへのログインを管理サーバ４に要求する（ステップＳ２１
）。なお、通信制御部６１１は、リンク画像１００２が選択された場合に、ユーザの会員
ＩＤおよびパスワードを入力するためのウェブページを取得してもよい。この場合には、
管理サーバ４は、ウェブページにおいて会員ＩＤおよびパスワードの入力を受け付ければ
よい。
【０１５０】
　管理サーバ４の通信制御部４１１は、この要求を、通信部４０３を通じて受け付ける（
ステップＳ２２）。次に通信制御部４１１は、受信した会員ＩＤおよびパスワードをウェ
ブページ作成部４１３に出力すると共に、会員トップページ１０３１の作成をウェブペー
ジ作成部４１３に指示する。
【０１５１】
　ウェブページ作成部４１３は、入力された会員ＩＤおよびパスワードを会員データベー
ス４２２と照合することによって、ユーザが画像提供サイトに会員として登録されている
か否かを判定する。登録されていると判定した場合、ウェブページデータベース４２３か
ら、会員トップページ１０３１を生成するためのデータを取得する。ウェブページ作成部
４１３は、当該データを用いて、図１７（ｂ）に示すような会員トップページ１０３１を
生成し、通信制御部４１１に出力する。会員トップページ１０３１は、画像提供サイトに
保存されているユーザの画像の一覧を表示するためのリンク画像１０３２を含んでいる。
通信制御部４１１は、通信部４０３を通じて会員トップページ１０３１を携帯端末６に送
信する（ステップＳ２３）。
【０１５２】
　携帯端末６の通信制御部６１１は、通信部６０３を通じて、会員トップページ１０３１
を受信する。通信制御部６１１は、受信した会員トップページ１０３１を表示制御部６１
３に出力する。表示制御部６１３は、会員トップページ１０３１を表示部６０５に出力す
る。結果、表示部６０５に会員トップページ１０３１が表示される（ステップＳ２４）。
【０１５３】
　ユーザは、携帯端末６の入力部６０４を操作することによって、リンク画像１０３２を
選択する（ステップＳ２５）。入力制御部６１２が、この選択操作を受け付けて、リンク
画像１０３２が選択されたことを通信制御部６１１に通知する。これにより通信制御部６
１１は、画像提供サイトに保存されているユーザの画像の一覧を含むウェブページの提供
を求めるリクエストを、通信部６０３を通じて管理サーバ４に送信する。
【０１５４】
　管理サーバ４の通信制御部４１１は、送信されたリクエストを、通信部４０３を通じて
受け付ける（ステップＳ２６）。次に通信制御部４１１は、画像データベース４２４に保
存されているユーザの画像の一覧を含む画像一覧ページ１０４１の生成を、ウェブページ
作成部４１３に指示する。
【０１５５】
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　ウェブページ作成部４１３は、画像一覧ページ１０４１を生成するためのデータを、ウ
ェブページデータベース４２３から取得する。ウェブページ作成部４１３は、データを用
いると共に、画像データベース４２４に保存されているユーザの全画像を参照することに
よって、図１７（ｃ）に示すような画像一覧ページ１０４１を生成し、通信制御部４１１
に出力する。画像一覧ページ１０４１は、画像データベース４２４に保存されているユー
ザの全画像を個別に表す、複数のサムネイル画像１０４２を含んでいる。通信制御部４１
１は、通信部４０３を通じて画像一覧ページ１０４１を携帯端末６に送信する（ステップ
Ｓ２７）。
【０１５６】
　携帯端末６の通信制御部６１１は、通信部６０３を通じて画像一覧ページ１０４１を受
信する。通信制御部６１１は、受信した画像一覧ページ１０４１を表示制御部６１３に出
力する。表示制御部６１３は、画像一覧ページ１０４１を表示部６０５に出力する。結果
、表示部６０５に画像一覧ページ１０４１が表示される（ステップＳ２８）。
【０１５７】
　ユーザは、携帯端末６の入力部６０４を操作することによって、表示中のサムネイル画
像１０４２のうち、携帯端末６に保存したい画像に対応するサムネイル画像１０４２を選
択する（ステップＳ２９）。入力制御部６１２は、この選択操作を受け付けて、サムネイ
ル画像１０４２が選択されたことを通信制御部６１１に通知する。これにより通信制御部
６１１は、選択されたサムネイル画像１０４２に対応する画像の提供を求めるリクエスト
を、通信部６０３を通じて管理サーバ４に送信する。
【０１５８】
　管理サーバ４の通信制御部４１１は、通信部４０３を通じて、送信されたリクエストを
受信する（ステップＳ３０）。次に通信制御部４１１は、携帯端末６から提供を求められ
たユーザの画像を通信制御部４１１に出力するように、画像管理部４１４に指示する。
【０１５９】
　画像管理部４１４は、指示された画像を画像データベース４２４から取得し、通信制御
部４１１に出力する。通信制御部４１１は、通信部４０３を通じて、入力された画像を携
帯端末６に送信する（ステップＳ３１）。
【０１６０】
　携帯端末６の通信制御部６１１は、通信部６０３を通じて、送信された画像を受信し、
記憶部６０２に保存する（ステップＳ３２）。以上により、携帯端末６への画像保存処理
が完了する。
【０１６１】
　なお、上述の説明では、携帯端末６が画像提供サイトへログインすることにより画像を
取得する構成を例に挙げて説明したが、本実施形態では、シールＩＤを用いて画像を取得
することもできる。例えば、携帯端末６は、シール紙に印刷されているＵＲＬ（又は、案
内メールに含まれるＵＲＬ）の示すウェブページにアクセスすると共に、ユーザによるシ
ールＩＤの入力操作を受け付けることにより、画像取得用ページにアクセスする。
【０１６２】
　このとき、画像取得用ページは、ユーザが有料会員である場合にはシールＩＤにより特
定される画像であって１ゲーム中に生成された全ての画像をユーザが選択可能に一覧表示
し、ユーザが無料会員である場合にシールＩＤにより特定される全画像のうち１枚の画像
のみをユーザが選択可能に一覧表示してもよい。また、画像取得用ページは、ユーザが無
料会員である場合には、写真シール作成装置１において予め選択されている１枚の画像の
みを表示してもよい。なお、画像取得用ページには、編集画像のみが一覧表示されること
が好ましいが、例えば、編集画像の生成されていない撮影画像が存在する場合には編集画
像と編集画像の生成されていない撮影画像とを一覧表示してもよいし、編集画像および撮
影画像の全てを一覧表示してもよいし、特に限定されるものではない。
【０１６３】
　携帯端末６は、画像取得用ページにおいて一覧表示されている画像のうち、ユーザによ
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り選択された画像を管理サーバ４から取得し、記憶部６０２に保存する。なお、ユーザが
有料会員である場合には、携帯端末６は、画像取得用ページにおいて一覧表示されている
画像に対するユーザの選択操作を受け付けることなく、一覧表示されている全ての画像を
管理サーバ４から取得し、記憶部６０２に保存してもよい。
【０１６４】
　（複数の画像を順次表示）
　以下に、本実施形態に係る管理サーバ４における、当該管理サーバ４において管理して
いる複数の画像（編集済の画像（編集画像）を含む）を順次表示するための順次表示用デ
ータを生成するための構成について、図１８を参照して説明する。図１８は、本実施形態
に係る管理サーバ４の制御部４０１の備える画像管理部４１４の要部構成を示すブロック
図である。
【０１６５】
　（管理サーバ）
　本実施形態に係る管理サーバ４の画像管理部４１４は、図１８に示すように、選択指示
受付部４４１（選択受付手段）、抽出部４４２（抽出手段）、加工部４４３（生成手段）
、及び、生成部４４４（生成手段）を備えている。
【０１６６】
　選択指示受付部４４１は、ユーザから、順次表示用データを構成する少なくとも１枚の
画像を選択するための操作（選択操作）を受け付ける。具体的には、選択指示受付部４４
１は、管理サーバ４に保存されている画像を閲覧するための画像閲覧用アプリケーション
（又は、一般的なウェブブラウザなど）を用いて管理サーバ４にアクセスしている携帯端
末６において受け付けられたユーザの選択操作を携帯端末６から受け付ける。
【０１６７】
　このとき、携帯端末６には、当該携帯端末６を操作しているユーザの会員ＩＤに関連付
けて画像データベース４２４に保存されている画像（以降、単に「ユーザの画像」とも記
載する）が例えばサムネイル画像などにより一覧表示されればよい。また、携帯端末６に
おいてユーザの選択指示を受け付けた場合には、一覧表示されている画像のうち、選択さ
れた画像が、他の画像と区別可能に表示されることが好ましい。
【０１６８】
　抽出部４４２は、選択指示受付部４４１において受け付けたユーザの選択指示において
選択されている少なくとも１枚の画像（選択画像）を含む所定の枚数の画像を、画像デー
タベース４２４に格納されている複数のユーザの画像の中から抽出する。なお、所定の枚
数は、例えば、５枚であってもよいし、１０枚であってもよいし、ユーザにより指示され
た枚数であってもよいし、特に限定されない。なお、選択指示受付部４４１においてユー
ザの選択指示を受け付ける構成を例に挙げて以下に説明するが、本実施形態はこれに限定
されるものではなく、ユーザの選択操作を受け付けなくてもよい。この場合には、抽出部
４４２は、例えば、写真シール作成装置１から送信される複数の画像であって１回のゲー
ムにおいて生成された全ての画像を抽出することもできる。
【０１６９】
　また、所定の枚数の画像のうち、選択画像以外の画像については、抽出部４４２が、所
定の判断基準に基づいて画像データベース４２４から自動で抽出する。このとき、抽出部
４４２は、画像データベース４２４に保存されているユーザの画像のうちから、選択画像
と自動で抽出する画像との合計が所定の枚数となるように抽出する。なお、抽出部４４２
は、抽出した画像について、順次表示用データを構成する画像として用いることを希望す
るか否かを示すユーザ指示を受け付けてもよい。
【０１７０】
　所定の判断基準としては、例えば、（１）ユーザが１年以内に写真シール作成装置１を
利用して生成された画像であること、（２）当該ユーザがお気に入りとして登録している
画像であること、（３）当該ユーザ以外の他のユーザが閲覧可能に公開されている画像で
あって他のユーザの閲覧回数の多い画像（換言すれば、他のユーザからの評価が高い画像
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）であること、（４）一緒に写っている他のユーザ（友達）が同じ友達である画像である
こと、（５）写っているユーザのポーズに他の画像のポーズと連続性のある画像でること
等、の何れか１つまたはこれらの組み合わせを挙げることができる。
【０１７１】
　また、所定の判断基準は、携帯端末６の入力部６０４を操作することによってユーザに
より指定される構成としてもよい。なお、抽出部４４２は、画像データベース４２４から
、写真シール作成装置１において異なるタイミングで生成された画像（つまり、写真シー
ル作成装置１において１回のゲーム中に生成された画像同士でない画像）を抽出すること
がより好ましい。
【０１７２】
　加工部４４３は、抽出部４４２により抽出された所定の枚数の画像に対して、一律の加
工処理を施す。なお、加工処理については後述するが、本実施形態では、加工部４４３は
、当該加工処理を所定の枚数の画像に対して複数回施すこともできる。また、加工部４４
３は、所定の枚数の画像に対して、各画像を徐々に変化させる加工処理を施すことが好ま
しい（詳細については後述する）。
【０１７３】
　生成部４４４は、抽出部４４２により抽出された所定の枚数の画像（加工部４４３によ
り加工処理が施されている場合には、加工処理済の所定の枚数の画像）を順次表示する順
次表示用データを生成する。
【０１７４】
　生成された順次表示用データの表す新たな画像は、例えば携帯端末６において閲覧する
ことができ、画像管理部４１４は、携帯端末６から順次表示用データに対する修正指示を
受け付けることもできる。画像管理部４１４は、順次表示用データを構成する画像に対す
る加工について、加工のパラメータなどを調整するユーザ指示を取得すると、取得したユ
ーザ指示を加工部４４３に供給する。これにより、加工部４４３は、画像に対してユーザ
の好みに合わせた再加工を施すことができる。そして、生成部４４４は、加工部４４３に
おいて再加工が施された画像を用いて順次表示用データを生成する。
【０１７５】
　なお、順次表示用データとしては、例えば、（１）各画像の表示時間を定めてスライド
ショー形式で表示される動画像データ、（２）いわゆるパラパラ漫画を構成するデータ、
及び、（３）静止画像から生成される動画データを繋ぎわせた動画像を示す動画像データ
などの他の端末などで再生可能な動画像データ、などを挙げることができ、複数の静止画
像（撮影画像および編集画像を含む）から生成される。静止画像から作られる動画像デー
タとしては、カメラの機能を疑似的にシュミレーションした、パン動画、ズーム動画、移
動動画などを挙げることもできる。
【０１７６】
　ここで、生成部４４４における順次表示用データの生成の一例について説明する。生成
部４４４は、まず、順次表示用データが表示される（再生される）再生時間を入力する（
複数の再生時間の候補から１つの再生時間を選択してもよい）。これにより、再生の全体
の時間が定まるため、生成部４４４は、この再生の全体の時間に基づいて、所定の枚数の
画像の各々の表示時間を決定する。これにより、生成部４４４は、順次表示用データを生
成する。
【０１７７】
　なお、生成部４４４は、順次表示用データを構成する各画像について、それぞれの表示
時間の修正指示をユーザから受け付けてもよい。生成部４４４は、表示時間の修正指示を
取得すると、受け付けた修正指示に基づいて修正指示の対象となっている画像の表示時間
を修正する。これにより、ユーザは、順次表示用データを構成する所定の枚数の画像のう
ち、お気に入りの画像に対して他の画像より長い表示時間を設定することができる。
【０１７８】
　上述の構成によれば、管理サーバ４は、所定の枚数の画像が順次表示される順次表示用
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データを生成することができる。つまり、管理サーバ４は、写真シール作成装置１におい
て生成された画像から新たな画像を生成することができる。これによって、管理サーバ４
は、ユーザに対して、当該管理サーバ４において管理されている画像の新たな楽しみ方（
画像を１枚ずつ独立して閲覧する楽しみ方とは異なる新たな楽しみ方）を提供することが
できる。
【０１７９】
　また、生成部４４４は、生成される順次表示用データに対して、音楽データを付加する
こともできる。これにより、管理サーバ４は、順次表示用データの表示に際して、画像表
示効果だけではなく、音声や音楽の再生により、写真シール作成装置において生成された
画像をより楽しむことのできる順次表示用データを生成することができる。
【０１８０】
　そして、ユーザは、管理サーバ４により生成された順次表示用データを利用することに
より、例えば、ネットワーク上の所望のページに写真シール作成装置において生成された
画像を順次表示させて楽しむことができる。ネットワーク上の所望のページとは、例えば
、ブログ、ＳＮＳ（Social Networking Service）、及び、呟き掲示板などの自身のプロ
フィールページなどである。また、ユーザは、管理サーバ４により生成された順次表示用
データを、ネットワーク上の、例えば動画投稿サイトなどに投稿することもできる。これ
により、ユーザは、管理サーバ４において管理されている画像を、１枚ずつ独立して閲覧
する楽しみ方とは異なる楽しみ方で楽しむことができる。
【０１８１】
　（加工処理）
　次に、加工部４４３において、抽出部４４２により抽出された所定の枚数の画像に対し
て施される加工処理の一例について説明する。加工処理としては、フィルタリング処理、
動画効果付加処理、人物抽出処理、及び、画像属性情報挿入処理などを一例として挙げる
ことができる。
【０１８２】
　ここで、フィルタリング処理とは、例えば、画像をモノクロやセピア色に加工したり、
画像を漫画のように加工するような、画像全体に対して施す処理である。加工部４４３は
、抽出部４４２により抽出された各画像に対して一律のフィルタリング処理を施すことに
より、各画像に一定の統一感を与えることができる。これによって、生成部４４４は、順
次表示される各画像に統一感のある順次表示用データを生成することができる。
【０１８３】
　また、加工部４４３は、フィルタリング処理において、順次表示用データにおける各画
像の表示時間に基づき、一定の時間をかけて画像が変化する（例えば、画像が徐々にセピ
ア色に変化していく）ような加工を施すこともできる。このとき、加工部４４３は、例え
ば、フィルタリング処理のパラメータとして、画像が元の色から徐々にセピア色になるま
での複数段階のパラメータを用意し、各パラメータを用いて画像にフィルタリング処理を
施し、複数のフィルタリング後画像を生成する。そして、生成部４４４が複数のフィルタ
リング後画像を動画像を構成するフレーム画像として動画像データを生成する。これによ
り、一定の時間をかけて画像が変化する順次表示用データを生成することができる。なお
、一定の時間ついては、ユーザが選択（又は、決定）できてもよい。
【０１８４】
　動画効果付加処理とは、各画像に対して、動画像のような動きを付加する処理である。
動画効果付加処理としては、例えば、画像を徐々に拡大するズームイン動画、画像を徐々
に縮小するズームアウト動画、及び、画像を上下左右などに移動させるパン動画などを例
に挙げることができる。加工部４４３は、例えば、画像中の所定の領域から当該画像中の
他の領域へ徐々に移動する複数のフレーム画像を生成することによりパン画像を生成する
ことができる。これらの表示演出により、静止画像をベースにして、動きのある動画像デ
ータを生成することができる。なお、パン、ズームをする時間については、ユーザが適宜
選択できてもよいし、ユーザにより特に選択されない場合には加工部４４３において適宜
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設定（例えば、１０秒など）されてもよい。
【０１８５】
　このように、加工部４４３は、フィルタリング処理にいて画像の色を徐々に変化させる
加工処理、及び、動画効果付加処理において画像の表示領域を徐々に変化させる（画像を
徐々に動かす）加工処理などのように、各画像を徐々に変化させる加工処理を施すことも
できる。
【０１８６】
　また、人物抽出処理とは、例えば、抽出された所定の枚数の画像の各々から、顔のサイ
ズが近いサイズになるようにユーザの顔（又は、ユーザ及び一緒に写っている友達の顔）
を中心にして所定のサイズで抽出（トリミング）する処理である。加工部４４３は、各画
像に対して一律の人物抽出処理を施すことにより、各画像に含まれるユーザの顔のサイズ
が異なっている場合（例えば、顔のアップの画像と全身を写した画像とが含まれている場
合）にも、同じようなサイズでユーザの顔を抽出することができる。これにより、生成部
４４４は、順次表示される各画像に含まれるユーザの顔が近いサイズである順次表示用デ
ータを生成することができる。
【０１８７】
　なお、加工部４４３において人物抽出処理が施された後の画像（又は、人物マスクによ
る画像）に対して、更にユーザが抽出範囲の微調整を行えることが好ましい。この場合に
は、管理サーバ４は、加工部４４３において人物抽出処理が施された後の画像（又は、人
物抽出処理を施すために設定した抽出範囲を示す枠などのオブジェクトの重畳された画像
）を携帯端末６に送信して当該携帯端末６に表示させる。そして、管理サーバ４は、携帯
端末６の入力部６０４を操作することによりユーザにより入力される抽出範囲の微調整の
指示を受け付け、加工部４４３に供給すればよい。これにより、加工部４４３は、ユーザ
により微調整された抽出範囲で人物抽出処理を施すことができる。
【０１８８】
　また、画像属性情報挿入処理とは、例えば、各画像に対して、画像を撮影した（生成さ
れた）年月日、画像を撮影した場所（地域）（換言すれば、画像を生成した写真シール作
成装置が設置されている店舗のある場所（地域））、一緒に写っている友達の名前、及び
、画像を生成した写真シール作成装置の機種名などの少なくとも何れかを挿入する処理で
ある。
【０１８９】
　（その他の構成）
　なお、本実施形態では、携帯端末６においてユーザの選択操作を受け付ける構成を例に
挙げて説明したが、これに限定されるものではなく、例えば、写真シール作成装置１にお
いてユーザの選択操作を受け付ける構成を採用することもできる。この場合には、写真シ
ール作成装置１は、例えば編集部１２又は事後接客部１３において、ユーザの選択操作を
受け付ければよい。
【０１９０】
　このとき、編集部１２又は事後接客部１３は、ユーザから選択操作を受け付けると共に
、当該選択操作を行ったユーザの会員ＩＤ又はメールアドレスなどのユーザ特定情報を受
け付ける。そして、制御部２０１は、通信部２０３を通じ、ユーザから受け付けた選択操
作により選択された画像にユーザ特定情報を関連づけて管理サーバ４へ送信する。
【０１９１】
　そして、管理サーバ４の抽出部４４２は、写真シール作成装置１において受け付けられ
たユーザの選択操作により選択されている選択画像を含む所定の枚数の画像を、画像デー
タベース４２４に格納されている画像のうち、写真シール作成装置１から取得したユーザ
特定情報の示すユーザの画像の中から抽出する。
【０１９２】
　さらに、加工部４４３は、抽出部４４２において抽出された所定の枚数の画像に対して
、写真シール作成装置１から取得したユーザ特定情報の示すユーザの顔をトリミングする
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人物抽出処理を施すことが好ましい。これによって、生成部４４４は、携帯端末６におい
て選択操作を行ったユーザの画像として抽出した複数の画像を用いて、当該ユーザの顔を
トリミングした順次表示用データを生成することができる。
【０１９３】
　さらに、本実施形態に係る写真シール作成装置１の編集部１２は、動画像を編集するた
めの機能を有していてもよい。この場合には、編集部１２は、例えば、カメラ９１により
取り込んだ動画像を構成する所定の枚数のフレーム画像を編集可能としてタブレット内蔵
モニタ１３１に表示すればよい。ここで、動画像の再生時間がｎ秒（０＜ｎ）であって、
１秒間にｍ枚（ｍは自然数）のフレーム画像が表示される場合には、所定の枚数のフレー
ム画像の枚数はｎ×ｍ枚となる。
【０１９４】
　編集部１２は、タブレット内蔵モニタ１３１に、タイムラインに沿って表示順に並んだ
各フレーム画像をユーザが適宜選択して確認できるよう表示する。なお、編集部１２では
、動画像の背景画像（各フレーム画像の背景）を編集するための第１レイヤー、被写体と
なっているユーザの画像（各フレーム画像）を編集するための第２レイヤー、及び、動画
像の前景画像（各フレーム画像の前景）を編集するための第３レイヤーの３つのレイヤー
を各々編集可能である。
【０１９５】
　編集部１２は、所定の枚数のフレーム画像の各々に対して一律に編集処理（例えば、ス
タンプ画像の合成）を施してもよいし、各々に対して異なる編集処理を施してもよい。各
フレーム画像に一律に編集処理を施す場合には、例えば、編集部１２は、動画像の再生開
始点と再生時間とを定めることで、再生開始点から再生時間内に動画像の再生に利用され
るフレーム画像に対して編集処理を施す。
【０１９６】
　また、編集部１２は、動画像に対する編集処理において、さらに動画像（合成用動画像
）を合成する編集処理を施してもよい。この場合には、例えば、動画像を構成する所定の
枚数のフレーム画像のうち、合成用動画像を構成する最初のフレーム画像（１枚目のフレ
ーム画像）を合成するフレーム画像から順に、合成用動画像を構成するフレームが合成さ
れる。これにより、編集部１２は、動画像に対してさらに動画像を合成する合成処理を施
すことができる。なお、合成用動画像は、動画像の再生中に１回だけ再生されてもよいし
、複数回繰り返し再生されてもよい。
【０１９７】
　また、本実施形態に係る写真シール作成装置１は、ユーザを被写体として撮影する撮影
処理において、順次表示用データを構成する複数の画像を生成するために、ユーザに対し
てポーズを誘導してもよい。なお、ポーズの誘導は、例えば、１回のゲームで複数のポー
ズを誘導してもよいし、１回のゲームで１つのポーズを誘導すると共に複数のゲームにわ
たって異なるポーズを誘導することにより複数のポーズを誘導してもよいし、特に限定さ
れない。
【０１９８】
　この場合には、管理サーバ４は、写真シール作成装置１において誘導されたポーズの画
像を、ユーザの選択操作により選択された画像として順次表示用データを生成すればよい
。これにより、管理サーバ４は、写真シール作成装置１において誘導されたポーズの画像
を含む順次表示用データを生成することができる。
【０１９９】
　さらに、本実施形態では、画像データベース４２４に保存されている静止画像から順次
表示用データを生成する構成を例に挙げて説明したが、これに限定されるものではない。
例えば、順次表示用データを構成するために抽出される所定の枚数の画像のうち少なくと
も１枚の画像が、動画像を構成するフレーム画像であってもよい。
【０２００】
　この場合には、管理サーバ４は、写真シール作成装置１から、ユーザを撮影した動画像
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を取得すると共に、取得した動画像を画像データベース４２４に格納している。そして、
抽出部４４２は、画像データベース４２４から動画像を抽出すると共に、当該抽出した動
画像を構成する何れかのフレーム画像を、所定の枚数の画像のうちの１枚として抽出する
。このとき、抽出部４４２は、動画像を構成するフレーム画像から、上述した所定の判断
基準に最も近い（又は合致する）フレーム画像を抽出することが好ましい。
【０２０１】
　これにより、管理サーバ４は、動画像を用いて順次表示用データを生成することができ
る。
【０２０２】
　〔実施形態２〕
　近年、写真シール作成装置において生成された画像をユーザに提供するサービスとして
、携帯端末などで閲覧可能な画像を提供するサービスが一般的になってきている。このよ
うなサービスにより、ユーザによっては、写真シール作成装置において生成された画像を
多数有している（例えば、２００枚、１０００枚など）ユーザも存在する。しかし、この
ようなユーザは、画像が増えるにつれて、自身の画像を全て閲覧して楽しむことが難しく
なってきてしまう。そこで、画像を再利用した新たな楽しみ方をユーザに提供することの
できる技術が望まれている。
【０２０３】
　これに対し、本発明に係る管理サーバ４は、写真シール作成装置において生成された画
像を再利用して、複数の画像から少なくとも１枚の新たな画像を生成することもできる。
本実施形態に係る管理サーバ４について、図１９を参照すて説明する。図１９は、本実施
形態に係る管理サーバ４の制御部４０１の備える画像管理部４１４’の要部構成を示すブ
ロック図である。
【０２０４】
　（管理サーバ）
　本実施形態に係る管理サーバ４の画像管理部４１４’は、図１９に示すように、選択部
４５１（選択手段）、及び、新画像生成部４５２（新画像生成手段）を備えている。
【０２０５】
　選択部４５１は、画像データベース４２４において管理（保存）されている複数の画像
から、所定の判断基準に基づいて少なくとも２枚の画像を選択する。このとき、選択部４
５１は、管理されている複数の画像のうち、写真シール作成装置において異なるタイミン
グで生成された２枚以上の画像を選択することが好ましい。また、異なるタイミングにお
いて生成された画像とは、つまり、異なるゲームにおいて生成された画像である（換言す
れば、選択される各画像は、１回のゲームにおいて生成された画像ではない）。
【０２０６】
　選択部４５１は、写真シール作成装置１において同じタイミング（つまり、同じ１回の
ゲーム）において生成された画像を抽出してもよい。この場合には、選択部４５１は、撮
影画像、撮影画像に対してユーザの顔の修正のみが施されている顔修正画像、及び、編集
画像のうちの少なくとも２枚の組み合わせを抽出すればよい。なお、顔修正画像は、撮影
制御部３１２において、撮影画像が生成された後にすぐに生成されてもよいし、編集制御
部３１３において、編集処理が施される前に（又は、編集処理の一環として）生成されて
もよいし、特に限定されない。
【０２０７】
　なお、本実施形態では、選択部４５１において選択される画像が１枚であってもよい。
この場合には、所定の判断基準としては、例えば、後述する吹出し付加部４５５において
付加される吹き出しの向きに合った方向を向いたユーザの顔が含まれる（写っている）画
像であること、などを挙げることができる。また、吹き出しのパターンを複数のサンプル
からユーザが選択できる場合には、選択された吹き出しのパターンに応じて所定の判断基
準を定めてもよい。
【０２０８】
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　また、所定の判断基準としては、選択部４５１において選択される画像が２枚以上であ
る場合には、例えば、（１）最近の画像及び一年前の画像など、写真シール作成装置にお
いて生成されているタイミングが所定の期間だけ離れていること、（２）画像に写ってい
る友達が同じであること、（３）画像に写っているユーザの表情が異なっていること（例
えば、泣き顔又は悲しい顔、及び、笑顔などである）（又は、同じであること）、（４）
画像に写っているユーザの大きさ（全身であるか、顔のアップであるか、など）が異なっ
ている（又は、同じである）こと、（５）当該ユーザ以外の他のユーザが可能に公開され
ている画像であって他のユーザの閲覧回数の多い画像（換言すれば、他のユーザからの評
価が高い画像）であること、（６）ユーザが指定したシーンに適合する画像であること、
並びに、（７）バージョン（又は機種）の異なる写真シール作成装置で生成された画像で
あること等、の何れか１つまたはこれらの組み合わせを挙げることができる。また、選択
部４５１は、写真シール作成装置１において同じタイミングで生成された画像を抽出する
場合には、所定の判断基準として、所定の判断基準として、顔修正が施されていない画像
および施されている画像であることを用いてもよい。
【０２０９】
　また、選択部４５１は、選択する画像が２枚以上である場合には、所定の判断基準とし
て、上記の（１）～（５）のうち２つ以上の判断基準を組み合わせた判断基準を用いるこ
ともできる。さらに、選択部４５１は、選択する画像が２枚以上である場合には、所定の
判断基準として、選択する画像が２枚以上である場合の判断基準と選択する画像が１枚で
ある場合の判断基準とを組み合わせた判断基準を用いることもできる。
【０２１０】
　新画像生成部４５２は、選択部４５１により選択された少なくとも１枚の画像（撮影画
像、顔修正画像を含む）に対して所定の編集処理を施すことにより、少なくとも１枚の新
たな画像を生成する。また、新画像生成部４５２は、図１９に示すように、吹出し付加部
４５５、配置調整部４５６、及び、加工部４５７を備えている。
【０２１１】
　吹出し付加部４５５は、所定の編集処理として、選択部４５１により選択された少なく
とも１枚の画像に対して、所定の合成画像の一例として例えば吹き出しを付加する。この
とき、吹出し付加部４５５は、吹き出しを、画像中のユーザの顔および人物部分（例えば
、ユーザの体の一部分や服など）に重ならないように配置して付加することが好ましい。
吹出し付加部４５５は、選択された画像に対して吹き出しを付加することにより、選択さ
れた画像に漫画のような印象を与えることができる。
【０２１２】
　なお、吹き出しに挿入されるセリフやコメントなどは、予め定められた複数のセリフ又
はコメントからランダムに選択されて挿入されてもよいし、ユーザにより入力されたセリ
フ又はコメントが挿入されてもよい。セリフ又はコメントは、吹き出しの大きさ、及び、
当該セリフ又はコメントの文字数などにより、適宜文字の大きさ及び文字列の幅などが調
整されることが好ましい。
【０２１３】
　配置調整部４５６は、所定の編集処理として、選択部４５１において２枚以上の画像が
選択された場合に、選択された複数の画像が１枚の画像として表示されるように配置を調
整する。具体的には、配置調整部４５６は、複数の画像を単に並べることによって１枚の
画像として表示されるように配置を調整してもよいが、複数の画像が１枚の画像と同じサ
イズになるようサイズを調整した上で配置を調整することが好ましい。配置調整部４５６
は、選択された複数の画像が１枚の画像として表示されるように配置を調整することによ
り、配置を調整された画像に漫画のような印象を与えることができる。なお、セリフ又は
コメントの内容は、ユーザにより適宜修正（又は、変更）可能であることが好ましい。
【０２１４】
　例えば、２枚の画像の配置を調整した場合には、配置調整部４５６は、当該２枚の画像
に対して、２コマ漫画のような印象を与えることができる。このとき、上述した（１）の
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判断基準によって２枚の画像が選択されている場合には、配置調整部４５６は、一年前の
ユーザと最近のユーザとを並べた２コマ漫画の画像を生成することができる。また、（３
）の判断基準によって２枚の画像が選択されている場合には、配置調整部４５６は、例え
ば、笑っている顔と怒っている顔とを並べた２コマ漫画の画像を生成することができる。
【０２１５】
　また、配置調整部４５６は、２枚の画像を適宜トリミングし、最終的な表示用の画像サ
イズに合わせるように拡大縮小することが好ましい。配置調整部４５６は、例えば、サン
プル画像の顔サイズに合わせて２枚の画像に含まれる各顔の大きさがほぼ等しくなるよう
にサイズ調整してもよい。
【０２１６】
　なお、配置調整部４５６において配置の調整された各画像は、１枚の画像として合成さ
れて配置されてもよいし、例えば調整後の配置位置を示す配置情報に基づいて複数の画像
が各々独立した画像として配置されてもよいし、特に限定されるものではない。
【０２１７】
　また、漫画のコマに使われる画像は、所定の画像から、上述した判断基準により抽出さ
れてもよいし、漫画のコマ数より多くの画像が抽出され、その複数の画像から漫画のコマ
に使われる画像が選択されてもよい。その際には、ユーザが実際に２コマ漫画として画像
が配置された状態で確認でき、また、例えばｎｅｘｔボタン及びｂａｃｋボタンなどのユ
ーザインターフェース（ＵＩ）又は右ボタン及び左ボタンなどで進むか戻るかを指定する
ことにより、２コマ漫画を構成する画像を変更したり複数の画像の組み合わせを素早く確
認してもよい。
【０２１８】
　加工部４５７は、吹出し付加部４５５及び配置調整部４５６において所定の編集処理の
施された画像に対して、さらに所定の編集処理として加工処理を施す。加工処理について
は、実施形態１における加工処理と同様であるため、ここでは説明を省略する。なお、本
実施形態では、加工部４５７の施す加工処理は、各画像に対して一律でなくてもよい。
【０２１９】
　また、本実施形態では、加工部４５７は、実施形態１における加工処理と異なる処理と
して、画像をデッサン風の線画に加工してもよいし、画像中の人物部分のみを切り取って
サンプルイメージに合成してもよいし、画像中の顔部分のみをサンプルイメージに合成し
てもよい。さらに、加工部４５７は、サンプルのイメージに合わせて、適宜、フィルタリ
ング処理を施してもよい。
また、本実施形態に係る管理サーバ４の画像管理部４１４’は、２コマ漫画に代えて４コ
マ漫画を生成してもよいし、有名な漫画の所定のコマをモチーフにした漫画を生成しても
よいし、サンプルイメージに合わせて特有のスタンプをさらに合成してもよい。
【０２２０】
　上述の構成によれば、管理サーバ４は、写真シール作成装置１において生成された画像
から、所定の編集処理の施された新たな画像を生成することができる。これによって、管
理サーバ４は、ユーザに対して、当該管理サーバ４において管理されている画像の新たな
楽しみ方（写真シール作成装置１において生成された画像そのものを閲覧する楽しみ方と
は異なる新たな楽しみ方）を提供することができる。
【０２２１】
　なお、本実施形態に係る管理サーバ４における新たな画像の生成は、例えば、画像閲覧
用アプリケーション（又は、一般的なウェブブラウザなど）を用いて管理サーバ４にアク
セスしている携帯端末６において受け付けられた、新たな画像を生成する旨のユーザの選
択指示を受け付けたことを契機として行われてもよい。新たな画像を生成する旨のユーザ
の選択指示は、例えば、携帯端末６の表示部６０５に表示されている、新たな画像の生成
を指示するためのＵＩをユーザが選択することによって行われればよい。
【０２２２】
　なお、本実施形態に係る各構成は、実施形態１に記載の各構成と組み合わせて用いるこ
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とができる。この場合には、画像管理部４１４’は、例えば、実施形態１において生成さ
れる順次表示用データを構成する少なくとも１枚の画像として、本実施形態において生成
された新たな画像を用いることもできる。
【０２２３】
　〔実施形態３〕
　本発明に係る管理サーバ４は、さらに、画像データベース４２４において管理している
画像から三次元画像を生成することもできる。なお、本実施形態において、三次元画像と
は、例えば、（１）右目用画像と左目用画像とを交互に表示することなどによってユーザ
が立体的に画像を視認できる画像、及び、（２）画像に含まれる背景や人物に奥行を設け
ることによってユーザが立体的に画像を視認できる奥行画像（立体視差効果のある画像）
など（換言すれば、疑似的に立体視できる画像）を含んでいる。本実施形態に係る管理サ
ーバ４について、図２０を参照すて説明する。図２０は、本実施形態に係る管理サーバ４
の制御部４０１の備える画像管理部４１４”の要部構成を示すブロック図である。
【０２２４】
　（管理サーバ）
　本実施形態に係る管理サーバ４の画像管理部４１４”は、図２０に示すように、三次元
画像生成部４６１（三次元画像生成手段）、及び、編集制御部４６２（編集手段）を備え
ている。
【０２２５】
　三次元画像生成部４６１は、画像データベース４２４において管理されている画像から
三次元画像であって当該画像に含まれる２人以上のユーザの間に奥行の差を設けた画像を
生成する。
【０２２６】
　具体的には、三次元画像生成部４６１は、まず、画像データベース４２４から、三次元
画像を生成するための元となる元画像を読み出す。次に、三次元画像生成部４６１は、読
み出した元画像を解析して、画像に含まれる各ユーザの位置関係（どのユーザが前に居て
、どのユーザが後ろに居るのか、など）を解析する。そして、三次元画像生成部４６１は
、画像に含まれる各ユーザの位置関係に応じて各ユーザの間に奥行の差を設ける（つまり
、ユーザ間に視差を設ける）ことにより、三次元画像を生成する。
【０２２７】
　例えば、三次元画像生成部４６１は、画像に含まれる各ユーザの腕や肩などの部位の位
置などに応じて、各ユーザの位置関係を解析する。また、三次元画像生成部４６１は、ア
ップの画像など各ユーザに位置関係がほぼ同じ位置関係である場合には、向かって右側の
ユーザを前として判断するなど、所定の位置のユーザを他のユーザより前に位置するユー
ザとして優先的に定めてもよい。
【０２２８】
　これにより、三次元画像生成部４６１は、画像に含まれる（写っている）ユーザ間にあ
たかも奥行の差があるように見える三次元画像を生成することができる。なお、画像中の
各ユーザの位置関係の解析については、例えば、平面画像を解析して三次元画像を生成す
るアプリケーション、又は、異なる視点から複数のカメラにより撮影された複数の画像を
用いて三次元画像を生成する技術などにより生成された三次元画像を解析することなどに
よって行うことができる。また、カメラを複数備えていなくても、写真シール作成装置１
は、撮影空間Ａ１に居るユーザの立ち位置及び向きなどを指定（誘導）して、ユーザの前
面の画像、側面の画像、及び背面の画像などを順に撮影してもよい。
【０２２９】
　また、三次元画像生成部４６１は、例えば、所定の人物モデルをベースに当該所定の人
物モデルの正面画像および側面画像からパラメータを定めることにより、画像の被写体と
なっているユーザの三次元データを定めることにより、三次元画像を生成してもよい。
【０２３０】
　さらに、三次元画像生成部４６１は、複数種類の服装の外形データを三次元データとし
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てデータベース化しておくと共に、生成した三次元画像におけるユーザの服装を示す服装
データと外形の一致する服装の外形データを、データベースから読み出す。そして、デー
タベースから読み出した服装の外形データに、ユーザの服装の柄（つまり、二次元の画像
）をマッピングすることによって、ユーザの服装を三次元化することもできる。これによ
れば、三次元画像生成部４６１は、生成した三次元画像におけるユーザの服装から精巧な
三次元データが得られなくても、一定の表示画角において、精度よく見ることができる三
次元画像を生成することができる。
【０２３１】
　編集制御部４６２は、三次元画像生成部４６１により生成された三次元画像において奥
行の差が設けられている２人以上のユーザの間にオブジェクトを配置する編集処理を施す
。これにより、編集制御部４６２は、あたかも２人以上のユーザの間にオブジェクトが配
置されているように見える三次元画像を生成することができる。
【０２３２】
　なお、編集制御部４６２においてユーザ間に挿入するオブジェクトは、例えば、編集制
御部４６２において任意に選択されたスタンプであってもよいし、管理サーバ４にアクセ
スしている携帯端末６の入力部６０４を操作することによって入力されるユーザ指示によ
り選択されたスタンプ及びコメントなどであってもよい。
【０２３３】
　上述の構成によれば、管理サーバ４は、写真シール作成装置１において生成された画像
から、新たな画像として三次元画像を生成することができる。これによって、管理サーバ
４は、ユーザに対して、当該管理サーバ４において管理されている画像の新たな楽しみ方
（写真シール作成装置１において生成された画像そのものを閲覧する楽しみ方とは異なる
新たな楽しみ方）を提供することができる。また、これによって、ユーザは、写真シール
作成装置１において一緒に撮影を行った他のユーザ（友達）との間に奥行の差が設けられ
た三次元画像を楽しむことができる。
【０２３４】
　三次元画像は、視点を変えて表示することができてもよい。また、管理サーバ４は、三
次元画像からレイトレーシングなどの光源視点を変えた精密なＣＧ画像を生成することが
できてもよい。さらに、管理サーバ４（又は、写真シール作成装置１）は、三次元プリン
タを用いて三次元画像からユーザの模型（フィギュアなど）を作成できてもよい。
【０２３５】
　また、管理サーバ４は、三次元画像に含まれるユーザの三次元データから、ネットワー
ク上で利用することのできる、例えばアバターなどを生成することができてもよい。さら
に、管理サーバ４は、このアバターに所定の動作（振り付け）を行わせることにより、例
えばアイドルのステージパフォーマンスを再現したような動画像を生成することができて
もよい。
【０２３６】
　なお、本実施形態に係る管理サーバ４における三次元画像の生成は、例えば、画像閲覧
用アプリケーション（又は、一般的なウェブブラウザなど）を用いて管理サーバ４にアク
セスしている携帯端末６において受け付けられた、三次元画像を生成する旨のユーザの選
択指示を受け付けたことを契機として行われてもよい。三次元画像を生成する旨のユーザ
の選択指示は、例えば、携帯端末６の表示部６０５に表示されている、三次元画像の生成
を指示するためのＵＩをユーザが選択することによって行われればよい。
【０２３７】
　なお、本実施形態に係る各構成は、実施形態１及び２の少なくとも何れかに記載の各構
成と組み合わせて用いることができる。例えば、実施形態１に記載の構成と組み合わせた
場合には、本実施形態において生成した三次元画像を用いて、実施形態１における順次表
示用データを生成することができる。また、実施形態２に記載の構成と組み合わせた場合
には、本実施形態において生成した三次元画像を用いて、実施形態２における新たな画像
を生成することができる。
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【０２３８】
　〔変形例〕
　また、本実施形態の変形例に係る写真シール作成装置１は、当該写真シール作成装置１
の提供するゲームにおいて撮影制御を行っているユーザに対して、推奨する撮影時の顔の
角度（以降、推奨顔角度とも記載する）を提示することができる。推奨顔角度とは、例え
ば、ユーザを可愛く（又は、バランスよく）撮影できる顔の向きなどである。本実施形態
に係る写真シール作成装置１について、図２１を参照すて説明する。図２１は、本変形例
に係る写真シール作成装置１の要部構成を示すブロック図である。
【０２３９】
　（写真シール作成装置の要部構成）
　カメラ９１は、撮影空間Ａ１内のユーザを動画像により撮影する。そして、カメラ９１
は、撮影処理において、動画像により撮影された画像を所定のタイミングで静止画像とし
て保存することにより、撮影空間Ａ１内のユーザを撮影する。
【０２４０】
　制御部２０１’は、カメラ９１によって動画像により撮影された上記ユーザの画像に基
づいて、当該ユーザに対する推奨顔角度が表示されるようタッチパネルモニタ９３を制御
する。図２１に示すように、制御部２０１’は、解析部２５１（解析手段）、及び、提示
制御部２５２（提示手段）を備えている。
【０２４１】
　解析部２５１は、カメラ９１によって動画像により撮影された画像からユーザの顔を解
析する。具体的には、解析部２５１は、動画像により撮影された画像に含まれるユーザの
顔を、立体的に解析する。このとき、解析部２５１は、例えば、平面画像を解析して三次
元画像を生成するアプリケーション、異なる視点から複数のカメラにより撮影された複数
の画像、又は、写真シール作成装置１においてユーザを誘導して複数の角度からユーザを
撮影した複数の画像などを用いて三次元画像を生成する技術などにより生成された三次元
画像を解析することなどにより、ユーザの顔を立体的に解析することができる。
【０２４２】
　また、解析部２５１は、解析したユーザの顔の輪郭並びに目、鼻および口などの顔のパ
ーツの位置関係や大きさの比率などを算出する。そして、算出結果から、ユーザの顔がど
の角度から撮影された場合に、所定の値に近づくかをさらに解析する。所定の値としては
、例えば、顔の輪郭及び顔のパーツの配置の理想を数値化した値（いわゆる、黄金比）、
並びに、解析の対象となっているユーザの好みの顔の輪郭及びパーツの配置を数値化した
値などを挙げることができる。
【０２４３】
　黄金比を顔の各部位の位置関係に適用したものとして黄金比マスクが知られている。こ
の黄金比マスクによれば、所定の位置関係に顔の各部位が配置される。解析部２５１は、
ユーザの顔の各部位の位置関係の比率が黄金比マスクにおける各部位の位置関係の比率に
近い比率となるようなユーザの顔の視点方向（角度）を解析する。
【０２４４】
　提示制御部２５２は、解析部２５１による解析結果に基づいて、撮影空間Ａ１内のユー
ザに対して、静止画像を撮影する際の推奨顔角度を提示するよう、タッチパネルモニタ９
３（表示部）を制御する。タッチパネルモニタ９３は、提示制御部２５２からの制御に従
い、静止画像を撮影する際の推奨顔角度を、カメラ９１によって撮影された動画像と共に
リアルタイムに表示する。このとき、タッチパネルモニタ９３は、推奨するユーザの顔の
輪郭および顔のパーツの位置を、例えば線画などによって表示することにより、推奨顔角
度を表示すればよい。
【０２４５】
　なお、撮影制御部３１２は、提示制御部２５２において推奨顔角度を提示することなく
、黄金比を用いて解析部２５１において解析した視点方向からユーザの顔を撮影してもよ
い。あるいは、撮影した画像から生成される三次元データを用いて、撮影されたユーザの
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顔の画像を生成してもよい。これにより、黄金比の比率に近い位置関係となる角度からユ
ーザを撮影した画像を生成することができる。
【０２４６】
　上述の構成によって、ユーザは、タッチパネルモニタ９３に表示されている推奨顔角度
を表す表示に自身の顔が重なるようにポーズをとることにより、推奨された顔の角度で撮
影を行うことができる。
【０２４７】
　〔本発明の参考に係る態様〕
　本発明の一態様に係る管理サーバは、上記の課題を解決するために、ユーザを撮影して
画像を生成する写真シール作成装置において生成された複数の画像を管理する管理サーバ
であって、上記複数の画像から所定の判断基準に基づいて所定の枚数の画像を抽出する抽
出手段と、上記抽出手段により抽出された上記所定の枚数の画像を順次表示する順次表示
用データを生成する生成手段と、を備え、上記生成手段は、上記所定の枚数の画像に対し
て、一律の加工処理を施す、ことを特徴としている。
【０２４８】
　上記の構成によれば、上記管理サーバは、上記ユーザにより選択された選択画像を含む
上記順次表示用データ（新たな画像）を生成することができる。つまり、上記管理サーバ
は、上記写真シール作成装置において生成された画像から新たな画像を生成することがで
きる。なお、上記順次表示用データには、例えば、他の端末などで再生可能な動画像デー
タ、及び、スライドショーを構成するデータなどが含まれる。
【０２４９】
　これによって、上記管理サーバは、上記ユーザに対して、当該管理サーバにおいて管理
されている画像の新たな楽しみ方として、上記写真シール作成装置において生成された画
像そのものを閲覧する楽しみ方とは異なる新たな楽しみ方を提供することができる。つま
り、上記管理サーバは、上記ユーザに対して、当該管理サーバにおいて管理されている画
像の新たな楽しみ方を提供することができる。また、これによって、ユーザは、管理サー
バにおいて管理されている画像から生成された新たな画像を楽しむことができる。また、
上記の構成によれば、上記管理サーバは、順次表示される上記所定の枚数の画像に対して
、統一感を持たせることができる。
【０２５０】
　本発明の一態様に係る管理サーバにおいて、上記複数の画像のうち少なくとも１つの画
像は動画像であり、上記抽出手段は、上記動画像を構成する何れかのフレーム画像を、上
記所定の枚数の画像のうちの１枚として抽出する、ことが好ましい。
【０２５１】
　上記の構成によれば、上記管理サーバは、動画像を用いて上記順次表示用データを生成
することができる。
【０２５２】
　本発明の一態様に係る管理サーバにおいて、上記生成手段は、上記所定の枚数の画像に
対して、各画像を徐々に変化させる加工処理を施す、ことが好ましい。
【０２５３】
　上記の構成によれば、上記管理サーバは、画像が徐々に変化する順次表示用データを生
成することができる。
【０２５４】
　本発明の一態様に係る管理サーバは、上記の課題を解決するために、ユーザを撮影して
画像を生成する写真シール作成装置において生成された複数の画像を管理する管理サーバ
であって、上記複数の画像から、所定の判断基準に基づいて２枚以上の画像を選択する選
択手段と、上記選択手段により選択された２枚以上の画像に対して所定の編集処理を施す
ことにより少なくとも１枚の新たな画像を生成する新画像生成手段と、を備えている、こ
とを特徴としている。
【０２５５】
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　上記の構成によれば、上記管理サーバは、上記写真シール作成装置において生成された
画像から、上記所定の編集処理の施された新たな画像を生成することができる。これによ
って、上記管理サーバは、ユーザに対して、当該管理サーバにおいて管理されている画像
の新たな楽しみ方を提供することができる。また、これによって、ユーザは、管理サーバ
において管理されている画像から生成された新たな画像を楽しむことができる。
【０２５６】
　本発明の一態様に係る管理サーバにおいて、上記選択手段は、上記複数の画像のうち、
上記写真シール作成装置において異なるタイミングで生成された２枚以上の画像を選択す
る、ことが好ましい。
【０２５７】
　上記の構成によれば、上記管理サーバは、異なるタイミングで生成された２枚以上の画
像から、上記新たな画像を生成することができる。
【０２５８】
　本発明の一態様に係る管理サーバにおいて、上記所定の編集処理は、上記選択手段によ
り選択された２枚以上の画像を１枚の画像として表示されるように並べて配置する処理で
ある、ことが好ましい。
【０２５９】
　上記の構成によれば、上記管理サーバは、上記２枚以上の画像を、１枚の画像として表
示されるように配置することができる。これにより、ユーザは、あたかも１枚の画像とし
て表示されるように配置された上記２枚以上の画像を楽しむことができる。
【０２６０】
　本発明の一態様に係る管理サーバにおいて、上記所定の編集処理は、上記選択手段によ
り選択された上記少なくとも１枚の画像に対して、所定の合成画像を付加する処理である
、ことが好ましい。
【０２６１】
　上記の構成によれば、上記管理サーバは、上記選択手段により選択された上記少なくと
も１枚の画像に対して吹出しが付加された新たな画像を生成することができる。これによ
り、ユーザは、吹出しが付加された新たな画像を楽しむことができる。
【０２６２】
　本発明の一態様に係る管理サーバは、上記の課題を解決するために、ユーザを撮影して
画像を生成する写真シール作成装置において生成された画像を管理する管理サーバであっ
て、上記画像から、当該画像に含まれる２人以上のユーザの間に奥行の差を設けた三次元
画像を生成する三次元画像生成手段を備えている、ことを特徴としている。
【０２６３】
　上記の構成によれば、上記管理サーバは、上記写真シール作成装置において生成された
画像から、ユーザ間に奥行の差を設けた三次元画像を新たな画像として生成することがで
きる。これによって、管理サーバ４は、ユーザに対して、当該管理サーバ４において管理
されている画像の新たな楽しみ方を提供することができる。また、これによって、ユーザ
は、上記写真シール作成装置において一緒に撮影された他のユーザとの間に奥行の差が設
けられた三次元画像を楽しむことができる。
【０２６４】
　本発明の一態様に係る管理サーバにおいて、上記画像に含まれる２人以上のユーザの間
にオブジェクトを配置する編集処理を施す編集手段を更に備えている、ことが好ましい。
【０２６５】
　上記の構成によれば、上記管理サーバは、ユーザの間にオブジェクトを配置した新たな
画像を生成することができる。これにより、ユーザは、他のユーザとの間にオブジェクト
が配置された新たな画像をたのしむことができる。
【０２６６】
　本発明の一態様に係る管理サーバの画像生成方法は、上記の課題を解決するために、ユ
ーザを撮影して画像を生成する写真シール作成装置において生成された複数の画像を管理
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する管理サーバの画像生成方法であって、上記ユーザから少なくとも１枚の画像の選択を
受け付ける選択受付工程と、上記複数の画像から上記選択受付工程においてユーザによっ
て選択された上記少なくとも１枚の画像を含む所定の枚数の画像を抽出する抽出工程と、
上記抽出工程において抽出された上記所定の枚数の画像を順次表示する順次表示用データ
を生成する生成工程と、を含んでいる、ことを特徴としている。
【０２６７】
　上記の構成によれば、上述の管理サーバと同様の効果を奏することができる。
【０２６８】
　本発明の各態様に係る端末装置は、コンピュータによって実現してもよく、この場合に
は、コンピュータを上記端末装置が備える各手段として動作させることによって上記端末
装置をコンピュータにて実現させる端末装置のプログラム、およびそれを記録したコンピ
ュータ読み取り可能な記録媒体も、本発明の範疇に入る。
【０２６９】
　〔ソフトウェアによる実現例〕
　写真シール作成装置１、管理サーバ４、および携帯端末６の制御ブロック（特に制御部
２０１、制御部４０１および制御部６０１）は、集積回路（ＩＣチップ）等に形成された
論理回路（ハードウェア）によって実現してもよいし、ＣＰＵ（Central Processing Uni
t）を用いてソフトウェアによって実現してもよい。
【０２７０】
　後者の場合、写真シール作成装置１、管理サーバ４、および携帯端末６は、各機能を実
現するソフトウェアであるプログラムの命令を実行するＣＰＵ、上記プログラムおよび各
種データがコンピュータ（またはＣＰＵ）で読み取り可能に記録されたＲＯＭ（Read Onl
y Memory）または記憶装置（これらを「記録媒体」と称する）、上記プログラムを展開す
るＲＡＭ（Random Access Memory）などを備えている。そして、コンピュータ（またはＣ
ＰＵ）が上記プログラムを上記記録媒体から読み取って実行することによって、本発明の
目的が達成される。上記記録媒体としては、「一時的でない有形の媒体」、例えば、テー
プ、ディスク、カード、半導体メモリ、プログラマブルな論理回路などを用いることがで
きる。また、上記プログラムは、該プログラムを伝送可能な任意の伝送媒体（通信ネット
ワークまたは放送波等）を介して上記コンピュータに供給されてもよい。なお、本発明は
、上記プログラムが電子的な伝送によって具現化された、搬送波に埋め込まれたデータ信
号の形態でも実現され得る。
【０２７１】
　本発明は上述した各実施形態に限定されるものではなく、請求項に示した範囲で種々の
変更が可能であり、異なる実施形態にそれぞれ開示された技術的手段を適宜組み合わせて
得られる実施形態についても本発明の技術的範囲に含まれる。
【産業上の利用可能性】
【０２７２】
　本発明は、写真シール作成装置において作成されたユーザの撮影画像を管理サーバに保
存する撮影画像管理システムとして、幅広く利用することができる。
【符号の説明】
【０２７３】
１　写真シール作成装置
４　管理サーバ
６　携帯端末
１１　撮影ユニット
１２　編集部
１３　事後接客部
２１　撮影部
２０１、２０１’　制御部
２５１　解析部
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２５２　提示制御部
３１１　通信制御部
３１２　撮影制御部
３１３　編集制御部
３１４　印刷制御部
３１５　事後接客制御部
４０１　制御部
４０２　記憶部
４０３　通信部
４１１　通信制御部
４１２　メール作成部
４１３　ウェブページ作成部
４１４、４１４’、４１４”　画像管理部
４４１　選択指示受付部（選択受付手段）
４４２　抽出部（抽出手段）
４４３　加工部（生成手段）
４４４　生成部（生成手段）
４５１　選択部（選択手段）
４５２　新画像生成部（新画像生成手段）
４５５　吹出し付加部
４５６　配置調整部
４５７　加工部
４６１　三次元画像生成部（三次元画像生成手段）
４６２　編集制御部（編集手段）
６０１　制御部
６０２　記憶部
６０３　通信部
６０４　入力部
６０５　表示部
６１１　通信制御部
６１２　入力制御部
６１３　表示制御部
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