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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　利用者を被写体とした画像を取得し、前記取得した画像に対して編集情報を入力する編
集入力作業を行わせ、さらに、得られた編集済みの画像を前記利用者に提供する写真シー
ル作成装置において、
　前記利用者の選択に応じて、少なくとも被写体を含む画像を寒色系の画像にする寒色系
画像生成手段を備え、
　前記寒色系画像生成手段は、
　　前記利用者により選択された前記画像が携帯端末に送信される場合、前記画像の中の
肌色部分を認識し、認識された前記肌色部分の色分析を行い、前記色分析の分析結果に基
づいて、前記肌色部分の寒色を強調する画像処理を実行し、
　　前記利用者により選択された前記画像がシール紙に印刷される場合、前記画像処理を
実行せず、前記画像を印刷するプリンタに係る設定を変更することで、寒色系の画像を前
記シール紙に印刷する
　写真シール作成装置。
【請求項２】
　前記寒色系画像生成手段は、前記利用者により選択された前記画像が前記携帯端末に送
信される場合、前記肌色部分の青色を強調する画像処理を実行する
　請求項１に記載の写真シール作成装置。
【請求項３】
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　前記寒色系画像生成手段は、前記利用者により選択された前記画像が前記シール紙に印
刷される場合、前記プリンタにおいて、ＣＭＹカラーモードにおけるＹの色領域を寒色系
に近づけるように変更する
　請求項１または２に記載の写真シール作成装置。
【請求項４】
　前記寒色系画像生成手段は、前記利用者により選択された前記画像が前記シール紙に印
刷される場合、前記シール紙の印刷領域を青色に印刷し、その後、前記少なくとも被写体
を含む画像を前記シール紙に印刷するように、前記プリンタを制御し、
　前記少なくとも被写体を含む画像は、前記印刷領域と同一の領域または前記印刷領域に
含まれる領域に印刷される
　請求項１乃至３のいずれかに記載の写真シール作成装置。
【請求項５】
　前記寒色系画像生成手段は、前記利用者により選択された前記画像がシール紙に前記印
刷される場合、前記少なくとも被写体を含む画像が印刷される前記シール紙の台紙として
、青色の台紙を使用するように制御する
　請求項１乃至４のいずれかに記載の写真シール作成装置。
【請求項６】
　前記利用者による色味の選択を受け付け、前記利用者が寒色系の色味を選択した場合、
　前記寒色系画像生成手段が前記少なくとも被写体を含む画像を寒色系の画像にする
　請求項１乃至５のいずれかに記載の写真シール作成装置。
【請求項７】
　前記シール紙において、同一の形状および大きさの写真シールとして印刷される印刷画
像が、前記印刷画像の長手方向と垂直の方向に複数並べられ、
　前記シール紙の長手方向が、前記印刷画像の長手方向と垂直の方向となるように、前記
写真シールが並べられて配置されている
　請求項１乃至６のいずれかに記載の写真シール作成装置。
【請求項８】
　利用者を被写体とした画像を取得し、前記取得した画像に対して編集情報を入力する編
集入力作業を行わせ、さらに、得られた編集済みの画像を前記利用者に提供する写真シー
ル作成装置の写真シール作成方法において、
　寒色系画像生成手段が、前記利用者の選択に応じて、少なくとも被写体を含む画像を寒
色系の画像にするステップを含み、
　前記ステップの処理は、前記利用者により選択された前記画像が携帯端末に送信される
場合、前記画像の中の肌色部分を認識し、認識された前記肌色部分の色分析を行い、前記
色分析の分析結果に基づいて、前記肌色部分の寒色を強調する画像処理を実行し、前記利
用者により選択された前記画像がシール紙に印刷される場合、前記画像処理を実行せず、
前記画像を印刷するプリンタに係る設定を変更することで、寒色系の画像を前記シール紙
に印刷する
　写真シール作成方法。
【請求項９】
　利用者を被写体とした画像を取得し、前記取得した画像に対して編集情報を入力する編
集入力作業を行わせ、さらに、得られた編集済みの画像を前記利用者に提供する写真シー
ル作成装置における処理をコンピュータに実行させるプログラムであって、
　寒色系画像生成手段が、前記利用者の選択に応じて、少なくとも被写体を含む画像を寒
色系の画像にするステップを含む処理をコンピュータに実行させ、
　前記ステップの処理は、前記利用者により選択された前記画像が携帯端末に送信される
場合、前記画像の中の肌色部分を認識し、認識された前記肌色部分の色分析を行い、前記
色分析の分析結果に基づいて、前記肌色部分の寒色を強調する画像処理を実行し、前記利
用者により選択された前記画像がシール紙に印刷される場合、前記画像処理を実行せず、
前記画像を印刷するプリンタに係る設定を変更することで、寒色系の画像を前記シール紙
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に印刷する
　プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本技術は、写真シール作成装置および方法、並びにプログラムに関し、特に、時代とと
もに変遷する写真シールの利用実態に即して、利用者にとって魅力的な写真シール紙を提
供できるようにする写真シール作成装置および方法、並びにプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　利用者を撮影し、撮影画像に対して利用者に編集を行わせ、編集後の画像をシール紙に
印刷して提供する写真シール機が知られている。このような写真シール機は娯楽（遊戯）
施設等に設置される。
【０００３】
　写真シール機によって提供される１ゲームの流れは、通常、撮影空間内にいる利用者を
被写体として撮影し、利用者を編集空間に移動させ、編集空間内で行われる操作に従って
画像を編集し、編集後の画像である編集済み画像をシール紙に印刷して排出するという流
れになる。
【０００４】
　従来の写真シール機において、印刷されるシール紙に特徴を持たせるために、２つの印
刷ヘッドを用いるものがある。例えば、第１印刷ヘッドで普通色を印刷し、第２印刷ヘッ
ドでパールやメタリックの色をオーバーコートする。
【０００５】
　また、オーバーコートする領域をスタンプやフレームなどの合成用画像に付加したりす
る写真シール機も提案されている（例えば、特許文献１参照）。
【０００６】
　さらに、利用者が選択したコースによって、オーバーコートの有無を決定できる写真シ
ール機もある（例えば、特許文献２参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開２０１１－０６２８４５号公報
【特許文献２】特許第４８９９１７４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　ところで、従来の写真シール機では、色々な印刷シール紙で出力したり、オーバーコー
トをかけて色々な雰囲気のシール紙を提供できるように工夫していたが、通常、シール台
紙が白地であるため、印刷された画像が、やや鮮明になりすぎる傾向があった。このため
、利用者から、写真シールに印刷された画像があまりにも写真シール機で撮影したものと
分かり易い旨の不満がでていた。
【０００９】
　つまり、例えば、従来の写真シール機で印刷されたシール紙の画像は、デジタルカメラ
などで撮影された画像と比べて、背景画像が白であれば、被写体画像である人物画像が白
とびしたり、背景画像と人物画像とが合成加工されている感があり、不自然な印象を当た
る画像になってしまうこともあり、利用者はあまり良い印象をもっていなかった。
【００１０】
　また、近年では、シール紙に印刷するよりも携帯端末へ画像を送信して利用することが
多くなっており、シール紙に印刷された画像が不自然な印象を与えるものであった場合、
利用者にとって、もはや写真シール機から排出されるシール紙が不要なものとなる傾向に
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あった。
【００１１】
　本発明は、このような状況に鑑みてなされたものであり、時代とともに変遷する写真シ
ールの利用実態に即して、利用者にとって魅力的な写真シール紙を提供できるようにする
ものである。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　本発明の一側面の写真シール作成装置は、利用者を被写体とした画像を取得し、前記取
得した画像に対して編集情報を入力する編集入力作業を行わせ、さらに、得られた編集済
みの画像を前記利用者に提供する写真シール作成装置であって、前記利用者の選択に応じ
て、少なくとも被写体を含む画像を寒色系の画像にする寒色系画像生成手段を備え、前記
寒色系画像生成手段は、前記利用者により選択された前記画像が携帯端末に送信される場
合、前記画像の中の肌色部分を認識し、認識された前記肌色部分の色分析を行い、前記色
分析の分析結果に基づいて、前記肌色部分の寒色を強調する画像処理を実行し、前記利用
者により選択された前記画像がシール紙に印刷される場合、前記画像処理を実行せず、前
記画像を印刷するプリンタに係る設定を変更することで、寒色系の画像を前記シール紙に
印刷する。
【００１３】
　寒色系の画像とは、例えば、従来の写真シールのように鮮明になりすぎず、デジカメで
撮った画像のような新鮮な印象を与えるもので、特に色味としては、寒色系の色味が強く
、ファッション雑誌などの写真の傾向に近いものである。
【００１５】
　前記寒色系画像生成手段には、前記利用者により選択された前記画像が前記携帯端末に
送信される場合、前記肌色部分の青色を強調する画像処理を実行させることができる。
【００１６】
　前記寒色系画像生成手段は、前記利用者により選択された前記画像が前記シール紙に印
刷される場合、前記プリンタにおいて、ＣＭＹカラーモードにおけるＹの色領域を寒色系
に近づけるように変更するようにすることができる。
【００１７】
　前記寒色系画像生成手段は、前記利用者により選択された前記画像が前記シール紙に印
刷される場合、前記シール紙の印刷領域を青色に印刷し、その後、前記少なくとも被写体
を含む画像を前記シール紙に印刷するように、プリンタを制御し、前記少なくとも被写体
を含む画像は、前記印刷領域と同一の領域または前記印刷領域に含まれる領域に印刷され
るようにすることができる。
【００１８】
　前記寒色系画像生成手段は、前記利用者により選択された前記画像がシール紙に前記印
刷される場合、前記少なくとも被写体を含む画像が印刷されるシール紙の台紙として、青
色の台紙を使用するように制御するようにすることができる。
【００１９】
　前記利用者による色味の選択を受け付け、前記利用者が寒色系の色味を選択した場合、
前記寒色系画像生成手段が前記少なくとも被写体を含む画像を寒色系の画像にするように
することができる。
【００２０】
　前記シール紙において、同一の形状および大きさの写真シールとして印刷される印刷画
像が、前記印刷画像の長手方向と垂直の方向に複数並べられ、前記シール紙の長手方向が
、前記印刷画像の長手方向と垂直の方向となるように、前記写真シールが並べられて配置
されているようにすることができる。
【００２１】
　本発明の一側面の写真シール作成方法は、利用者を被写体とした画像を取得し、前記取
得した画像に対して編集情報を入力する編集入力作業を行わせ、さらに、得られた編集済



(5) JP 5578381 B1 2014.8.27

10

20

30

40

50

みの画像を前記利用者に提供する写真シール作成装置の写真シール作成方法であって、寒
色系画像生成手段が、前記利用者の選択に応じて、少なくとも被写体を含む画像を寒色系
の画像にするステップを含み、前記ステップの処理は、前記利用者により選択された前記
画像が携帯端末に送信される場合、前記画像の中の肌色部分を認識し、認識された前記肌
色部分の色分析を行い、前記色分析の分析結果に基づいて、前記肌色部分の寒色を強調す
る画像処理を実行し、前記利用者により選択された前記画像がシール紙に印刷される場合
、前記画像処理を実行せず、前記画像を印刷するプリンタに係る設定を変更することで、
寒色系の画像を前記シール紙に印刷する。
【００２２】
　本発明の一側面のプログラムは、利用者を被写体とした画像を取得し、前記取得した画
像に対して編集情報を入力する編集入力作業を行わせ、さらに、得られた編集済みの画像
を前記利用者に提供する写真シール作成装置における処理をコンピュータに実行させるプ
ログラムであって、寒色系画像生成手段が、前記利用者の選択に応じて、少なくとも被写
体を含む画像を寒色系の画像にするステップを含む処理をコンピュータに実行させ、前記
ステップの処理は、前記利用者により選択された前記画像が携帯端末に送信される場合、
前記画像の中の肌色部分を認識し、認識された前記肌色部分の色分析を行い、前記色分析
の分析結果に基づいて、前記肌色部分の寒色を強調する画像処理を実行し、前記利用者に
より選択された前記画像がシール紙に印刷される場合、前記画像処理を実行せず、前記画
像を印刷するプリンタに係る設定を変更することで、寒色系の画像を前記シール紙に印刷
する。
【００２３】
　本発明の一側面においては、利用者により選択された画像が携帯端末に送信される場合
、画像の中の肌色部分が認識され、認識された肌色部分の色分析が行われ、色分析の分析
結果に基づいて、肌色部分の寒色を強調する画像処理が実行され、利用者により選択され
た画像がシール紙に印刷される場合、画像処理が実行されず、画像を印刷するプリンタに
係る設定が変更されることで、寒色系の画像がシール紙に印刷される。
【発明の効果】
【００２４】
　本発明によれば、時代とともに変遷する写真シールの利用実態に即して、利用者にとっ
て魅力的な写真シールを提供できる。
【図面の簡単な説明】
【００２５】
【図１】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２】写真シール作成装置の外観の構成例を示す他の斜視図である。
【図３】写真シール作成ゲームの流れを示す図である。
【図４】撮影部の正面の構成例を示す図である。
【図５】背景部の撮影空間側の構成例を示す図である。
【図６】編集部の正面側の構成例を示す図である。
【図７】事後接客部の構成例を示す図である。
【図８】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９】制御部の機能構成例を示すブロック図である。
【図１０】写真シール作成装置の処理について説明するフローチャートである。
【図１１】寒色系画像生成処理の例を説明するフローチャートである。
【図１２】本発明の写真シール作成装置により印刷される写真シールにおけるシールレイ
アウトの例を説明する図である。
【図１３】本発明の写真シール作成装置により印刷される写真シールにおけるシールレイ
アウトの別の例を説明する図である。
【発明を実施するための形態】
【００２６】
　以下、本発明を適用した具体的な実施の形態について、図面を参照しながら詳細に説明
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する。
【００２７】
　　図１は、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。
【００２８】
　写真シール作成装置１は、撮影や編集等の作業を利用者にゲームとして行わせ、撮影画
像や編集済み画像を提供する代わりに利用者より代金を受け取るゲーム機である。写真シ
ール作成装置１はゲームセンター等の店舗に設置される。利用者は１人であることもある
が、主に２人または３人等の複数人である。
【００２９】
　写真シール作成装置１が提供するゲームで遊ぶ利用者は、代金を投入し、自身が被写体
となって撮影を行い、撮影によって得られた撮影画像の中から選択した編集対象の画像に
対して、背景や前景となる合成用画像や手書きの線画やスタンプ画像を合成する編集機能
を用いることにより、撮影画像を彩り豊かな画像に編集する。利用者は、編集済みの画像
が印刷されたシール紙を受け取って一連のゲームを終了させることになる。
【００３０】
　図１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から構成される。撮影ユニット１１と編集部１２が接した状態で設
置され、編集部１２の側面に事後接客部１３が設けられる。
【００３１】
　撮影ユニット１１は、撮影部２１と背景部２２から構成される。撮影部２１と背景部２
２は所定の距離だけ離れて設置され、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処理が行われる。
【００３２】
　撮影部２１は、利用者を撮影する撮影処理を行う装置である。撮影部２１は、撮影空間
に入り、撮影処理を行っている利用者の正面に位置する。撮影空間を正面に臨む面を構成
する撮影部２１の正面パネル４１には、撮影処理時に利用者により用いられるタッチパネ
ルモニタ等が設けられる。撮影空間にいる利用者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により構成され、右側面が側面
パネル４２Ｂ（図示せず）により構成される。
【００３３】
　側面パネル４２Ａには、複数個のＬＥＤ（Light Emitting Diode）が埋め込まれてなる
ＬＥＤ発光部４２Ｌが設けられている。側面パネル４２Ａの表面には、その全体を覆うよ
うに、写真シール作成装置１の製造メーカや、その製造メーカと提携している企業の商品
やサービス等の広告が印刷されたアクリル板等から構成されるＰＯＰ広告が装着される。
そのＰＯＰ広告のＬＥＤ発光部４２Ｌに対応する部分には、広告として特にアピールされ
る情報が印刷され、ＬＥＤ発光部４２Ｌの発光によりその情報が強調されるようになる。
ＬＥＤ発光部４２Ｌは、図示せぬ側面パネル４２Ｂにも設けられるようにしてもよいし、
側面パネル４２Ａ，側面パネル４２Ｂのいずれか一方のみに設けられるようにしてもよい
。
【００３４】
　背景部２２は、正面を向いて撮影処理を行っている利用者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（図示せず
）から構成される。
【００３５】
　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、そ
れぞれの下部が、例えば金属製の略コの字型の部材である連結部２３Ａ’によって連結さ
れる。また、図示されないが、撮影部２１の右側面を構成する側面パネル４２Ｂと背景部
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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、それぞれの下部が、例えば金属製の略コの字型の部材である連
結部２３Ｂ’によって連結される。
【００３６】
　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。図示されない
が、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５２
Ｂ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。撮影空間の
内部には床材２７が設置される。利用者は、撮影空間に入り、床材２７の上に立って撮影
を行うことになる。
【００３７】
　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、背景に利用され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、例えば利用者により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。
【００３８】
　なお、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枚のクロマキー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、クロマキー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
ともに、合成用の背景画像を複数種類用意し、撮影処理や編集処理において、利用者が所
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。
【００３９】
　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
。
【００４０】
　編集部１２は、撮影処理によって得られた画像を編集する処理である編集処理を利用者
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、編集処理時に
利用者により用いられるタブレット内蔵モニタ等の構成が設けられる。
【００４１】
　図１に示す編集部１２の構成を正面側の構成とすると、２組の利用者が同時に編集処理
を行う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処理に用いられる構成
がそれぞれ設けられる。
【００４２】
　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、編集処理に用いら
れる構成が斜面７２に設けられる。斜面７２の上方に形成された細幅の水平面上の左側に
は、柱状の形状を有し、照明装置７４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
上方に形成された細幅の水平面上の右側にも、照明装置７４の他端を支持する支持部７３
Ｂ（図２）が設けられる。
【００４３】
　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、
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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。
【００４４】
　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
テンにより囲まれる編集部１２の正面前方の空間と背面前方の空間が、利用者が編集処理
を行う編集空間となる。
【００４５】
　図２は、写真シール作成装置１を別の角度から見た斜視図である。
【００４６】
　事後接客部１３は事後接客処理を利用者に行わせる装置である。事後接客処理には、撮
影画像や編集済みの画像を携帯電話機等の携帯端末に送信する処理、ミニゲームを利用者
に行わせる処理、アンケートに答えさせる処理等が含まれる。
【００４７】
　図２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その一部とし
て有しており、残りの部分は編集部１２の左側面と一体に設けられる。事後接客部１３の
正面には、事後接客処理時に利用者により用いられるタブレット内蔵モニタや、撮影画像
や編集済みの画像が印刷されたシール紙が排出される排出口等が設けられる。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利用者が事後接客処
理を行う事後接客空間となる。
【００４８】
　ここで、写真シール作成ゲームの流れと、それに伴う利用者の移動について図３を参照
して説明する。図３は、写真シール作成装置１を上から見た平面図である。
【００４９】
　写真シール作成装置１の利用者は、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やタッチパネルモニタ等を利
用して撮影処理を行う。
【００５０】
　撮影処理を終えた利用者は、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。
【００５１】
　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等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に移動した利用者は編集処理を開始する。編集空間Ａ
２－１の利用者と、編集空間Ａ２－２の利用者は同時に編集処理を行うことができる。
【００５２】
　編集処理が終了した後、撮影画像や編集済みの画像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、編集処理を終えた利用者は、編集空間Ａ２－１で編集処理を行
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Ａ３に
移動して事後接客処理を行う。また、編集処理を終えた利用者は、編集空間Ａ２－２で編
集処理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において事後接客処理を行う。
【００５３】
　画像の印刷が終了したとき、利用者は、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。
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【００５４】
　次に、各装置の構成について説明する。
【００５５】
［撮影ユニットの構成］
　図４は、撮影部２１の正面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。
【００５６】
　正面パネル４１は撮影空間Ａ１で撮影処理を行う利用者の正面に位置し、側面パネル４
２Ａと側面パネル４２Ｂは、それぞれ、撮影空間Ａ１で撮影処理を行う利用者の左側、右
側に位置する。
【００５７】
　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、タッチパネルモニタ９２、正面ストロボ９３から構成される。
【００５８】
　カメラ９１は、本体とレンズからなる一眼レフカメラであり、レンズ正面のみが露出し
、本体が撮影部２１に内蔵した状態で設置される。カメラ９１は、ＣＣＤ(Charge Couple
d Device)等の撮像素子を有し、撮影空間Ａ１にいる利用者を撮影する。撮影処理の開始
後、カメラ９１により取り込まれた動画像は、カメラ９１の下に設けられたタッチパネル
モニタ９２にリアルタイムで表示される。利用者により撮影が指示されたとき等の所定の
タイミングでカメラ９１により取り込まれた静止画像は撮影画像として保存される。
【００５９】
　正面パネル４１の撮影・表示ユニット８１の上方には上ストロボ８２が設置される。上
ストロボ８２は、利用者を上前方から照射する。
【００６０】
　ベース部４３には利用者の足元を照射する足元ストロボ８３が設けられる。上ストロボ
８２および足元ストロボ８３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。
【００６１】
　足元ストロボ８３の右側には、利用者がお金を投入する硬貨投入返却口８４が設けられ
る。
【００６２】
　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、撮影処理を行
う利用者が手荷物等を置くための荷物置き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、撮影処理の案内音声、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。
【００６３】
　図５は、背景部２２の撮影空間Ａ１側の構成例を示す図である。
【００６４】
　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内で撮影処理を行っている利用
者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。
【００６５】
　背面パネル５１の出入り口Ｇ１側の端には、撮影空間Ａ１内で撮影処理を行っている利
用者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５
１の出入り口Ｇ２側の端には、撮影空間Ａ１内で撮影処理を行っている利用者を右後方か
ら照射する背面右ストロボ１０３が取り付けられる。
【００６６】
［編集部の構成］
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　図６は、編集部１２の正面側（編集空間Ａ２－１側）の構成例を示す図である。
【００６７】
　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。
【００６８】
　タブレット内蔵モニタ１３１は、タッチペン１３２Ａまたは１３２Ｂを用いて操作入力
が可能なタブレットがＬＣＤ等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撮影画像の編
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は一方の利用者により用いられ、タッチペン１３２Ｂは他方の利用者に
より用いられる。
【００６９】
［事後接客部の構成］
　図７は、事後接客部１３の正面側の構成例を示す図である。
【００７０】
　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等の
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
、ミニゲーム等の事後接客処理に用いられる画面が表示される。
【００７１】
　タブレット内蔵モニタ１６１の下にはシール紙排出口１６３が設けられ、タブレット内
蔵モニタ１６１の上にはスピーカ１６４が設けられる。
【００７２】
　シール紙排出口１６３には、編集空間Ａ２－１の利用者が編集処理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の利用者が編集処理を行
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り行われる。
【００７３】
　スピーカ１６４は、事後接客処理の案内音声、ＢＧＭ、効果音等の音を出力する。
【００７４】
　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。
【００７５】
　図８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してある。重複する説明については適宜省略する。
【００７６】
　制御部２０１はＣＰＵ(Central Processing Unit)等よりなり、ＲＯＭ(Read Only Memo
ry)２０６や記憶部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２０３、ドライブ２
０４、ＲＯＭ２０６、ＲＡＭ(Random Access Memory)２０７が接続される。制御部２０１
には、撮影部２０８、編集部２０９Ａ，２０９Ｂ、および事後接客部２１０の各構成も接
続される。
【００７７】
　記憶部２０２は、ハードディスクやフラッシュメモリ等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により適宜読み出される。
【００７８】
　通信部２０３は、インターネット等のネットワークのインタフェースであり、制御部２
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０１による制御に従って外部の装置と通信を行う。
【００７９】
　ドライブ２０４には、光ディスクや半導体メモリ等よりなるリムーバブルメディア２０
５が適宜装着される。ドライブ２０４により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やデータは、制御部２０１に供給され、記憶部２０２に記憶さ
れたり、インストールされたりする。
【００８０】
　ＲＯＭ２０６には、制御部２０１において実行されるプログラムやデータが記憶されて
いる。ＲＡＭ２０７は、制御部２０１が処理するデータやプログラムを一時的に記憶する
。
【００８１】
　撮影部２０８は、撮影空間Ａ１における撮影処理を行う構成である硬貨処理部２２１、
背景制御部２２２、照明装置２２３、カメラ９１、タッチパネルモニタ９２、およびスピ
ーカ２２４から構成される。
【００８２】
　硬貨処理部２２１は、硬貨投入返却口８４に対する硬貨の投入を検出する。硬貨処理部
２２１は、例えば４００円等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。
【００８３】
　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
利用者により手動で行われるようにしてもよい。
【００８４】
　照明装置２２３は、撮影空間Ａ１内の各ストロボの内部に設けられる蛍光灯であり、制
御部２０１より供給される照明制御信号に従って発光する。上述したように、撮影空間Ａ
１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、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が設けられている。
【００８５】
　また、照明装置２２３は、制御部２０１による制御に従って発光量を調整することによ
って、利用者が行っている撮影作業の段階に応じて撮影空間Ａ１内の明るさを調整する。
【００８６】
　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
像を制御部２０１に出力する。
【００８７】
　編集部２０９Ａは、編集空間Ａ２－１における編集処理を行う構成として編集部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２０９Ｂも編集部２０９Ａと同一の構成を有し
ており、編集空間Ａ２－２における編集処理を行う。
【００８８】
　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、
編集画面に対する利用者の操作を検出する。利用者の操作の内容を表す信号は制御部２０
１に供給され、編集対象の撮影画像の編集が行われる。
【００８９】
　事後接客部２１０は、事後接客空間Ａ３における事後接客処理を行う構成であるタブレ
ット内蔵モニタ１６１、タッチペン１６２Ａ，１６２Ｂ、スピーカ１６４、印刷処理を行
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。
【００９０】
　プリンタ２４１は、撮影画像、または編集処理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、
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シール紙排出口１６３に排出する。
【００９１】
　図９は、制御部２０１の機能構成例を示すブロック図である。図９に示す機能部のうち
の少なくとも一部は、制御部２０１内のＣＰＵにより所定のプログラムが実行されること
によって実現される。
【００９２】
　制御部２０１は、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や
利用者を撮影する等の写真シール作成ゲームの撮影作業の工程に関する処理を行う撮影処
理部３０１、撮影画像に対する落書き編集等の写真シール作成ゲームの編集作業の工程に
関する処理を行う編集処理部３０２、シール紙の印刷等の写真シール作成ゲームの印刷の
工程に関する処理を行う印刷処理部３０３、および、編集作業を終了した利用者を接客す
る写真シール作成ゲームの事後接客の工程に関する処理を行う事後接客処理部３０４を有
する。
【００９３】
　つまり、制御部２０１は、写真シール作成ゲームの各工程に関する処理の制御を行う。
【００９４】
　また、詳細は後述するが、本発明の写真シール作成装置１は、寒色系の画像を生成する
ことができるようになされている。例えば、編集処理部３０２によって、編集対象画像の
色を寒色系に調整する処理がなされることによって、寒色系の画像が生成される。
【００９５】
　次に、図１０のフローチャートを参照して、写真シール作成ゲームを提供する写真シー
ル作成装置１の処理について説明する。
【００９６】
　ステップＳ１において、制御部２０１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し、投入されたと判定するまで待機す
る。
【００９７】
　硬貨が投入されたとステップＳ１において判定した場合、ステップＳ２において、制御
部２０１は撮影処理を行う。撮影処理においては、撮影空間Ａ１にいる利用者を被写体と
した撮影が行われる。なお、撮影処理の最後に撮影された画像（撮影画像）の一覧が表示
され、利用者によって編集対象画像が選択される。
【００９８】
　なお、利用者による選択は行われず、自動的に編集対象画像が決められるようにしても
よい。あるいはまた、編集空間Ａ２－１または編集空間Ａ２－２において、利用者により
編集対象画像が選択されるようにしてもよい。
【００９９】
　ステップＳ３において、制御部２０１は、撮影処理を終えた利用者に対して、編集空間
Ａ２－１または編集空間Ａ２－２への移動を案内する。編集空間Ａ２－１または編集空間
Ａ２－２への移動の案内は、撮影部２０８のタッチパネルモニタ９２に案内画面を表示さ
せることによって、または音声をスピーカ２２４から出力させることによって行われる。
【０１００】
　ステップＳ４において、制御部２０１は、編集空間Ａ２－１と編集空間Ａ２－２のうち
、撮影処理を終えた利用者の移動先とした方の編集空間に対応する編集部を制御し、編集
処理を行う。例えば制御部２０１は、タブレット内蔵モニタ１３１に編集画面を表示させ
、編集対象として選択された撮影画像（編集対象画像）に対して、手書きの画像やあらか
じめ用意されたスタンプ画像を利用者の操作に応じて合成する。編集対象となる撮影画像
は、撮影処理によって得られた静止画像である。制御部２０１は、合成して得られた画像
を編集済み画像として出力する。
【０１０１】
　また、制御部２０１は、画像の編集が終了したとき、編集画面に代えて、シールレイア
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ウトの選択画面をタブレット内蔵モニタ１３１に表示させる。シールレイアウトの選択画
面を用いて、印刷する編集済み画像のシール紙上の配置や数が設定されているシールレイ
アウトが選択される。
【０１０２】
　ステップＳ５において、制御部２０１は、編集処理を終えた利用者に対して事後接客空
間Ａ３への移動を案内する。事後接客空間Ａ３への移動の案内は、タブレット内蔵モニタ
１３１に案内画面を表示させることによって、または音声をスピーカ２３１から出力させ
ることによって行われる。
【０１０３】
　ステップＳ６において、制御部２０１は、編集済み画像をプリンタ２４１に出力し、シ
ール紙に印刷させる処理である印刷処理を開始する。
【０１０４】
　ステップＳ７において、制御部２０１は、印刷終了待機中の利用者に対する事後接客処
理を行う。制御部２０１は、例えばタブレット内蔵モニタ１６１に表示される開始ボタン
が押されたとき、事後接客処理として、撮影画像や編集済み画像を利用者の携帯端末に送
信する処理を行う。なお、撮影画像や編集済み画像をサーバー装置（図示せず）に送信し
、サーバー装置の記憶部に記憶させ、サーバー装置から利用者の携帯端末に送信するよう
にしてもよい。
【０１０５】
　印刷が終了したとき、ステップＳ８において、制御部２０１は、印刷の終了を通知する
画面をタブレット内蔵モニタ１６１に表示させるとともに、画像が印刷されたシール紙を
シール紙排出口１６３に排出させる。これにより一連の写真シール作成ゲームが終了する
。
【０１０６】
　次に、図１１のフローチャートを参照して、寒色系画像生成処理の例について説明する
。この処理は、例えば、ステップＳ４の編集に係る処理の一部として、利用者による編集
入力に先立って実行されるようにしてもよいし、編集済み画像を出力する直前に実行され
るようにしてもよい。
【０１０７】
　ステップＳ３１において、編集処理部３０２は、対象画像を取得する。ここで、対象画
像は、これから色を寒色系に調整する処理を施す対象となる画像であり、例えば、未だ編
集入力画が行われる前の編集対象画像とされてもよいし、編集済み画像とされてもよい。
あるいはまた、それらの画像の中の被写体の部分のみが抽出された画像が対象画像とされ
るようにしてもよい。あるいはまた、背景画像以外の部分や背景画像や前景画像以外の部
分が抽出されて対象画像とされるようにしてもよい。
【０１０８】
　すなわち、ステップＳ３１では、少なくとも被写体を含む画像が対象画像として取得さ
れることになる。
【０１０９】
　ステップＳ３２において、編集処理部３０２は、ステップＳ３１で取得した対象画像に
ついて肌色認識し、肌色部分を抽出する。これにより、対象画像の中の人物の肌の部分が
特定される。
【０１１０】
　ステップＳ３３において、編集処理部３０２は、ステップＳ３２の処理に伴って特定さ
れた部分の色分析を行う。このとき、例えば、色分析の結果として、人物の肌の色がどの
程度青みがかっているかが特定される。
【０１１１】
　ステップＳ３４において、編集処理部３０２は、ステップＳ３２の処理に伴って特定さ
れた部分（人物の肌の部分）の青色を強調する。
【０１１２】
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　例えば、肌色は、ＲＧＢ成分のそれぞれを、２４１，１８７，１４７で表すことができ
、Ｂ成分が一番低い。そのため、Ｂ成分を強調する処理を施す。もちろん、Ｂ成分を高め
る以外に、Ｒ成分，Ｇ成分を弱める処理を施してもよい。
【０１１３】
　このように、例えば、ＲＧＢカラーモードで表示される画像のＢを強調する処理が行わ
れ、その際、ステップＳ３３の処理に係る分析結果に基づいて、強調の度合が設定される
。例えば、青みがかっている程度が低いほど、青色の強調の度合は高くなり、青みがかっ
ている程度が高いほど、青色の強調の度合が低くなるように強調の度合が設定される。
【０１１４】
　肌の色は個人毎に異なるものなので、例えば、一律に青色を強調すると、青みがかった
肌の人は、肌が青くなりすぎることがある。一方で、青みの少ない肌の人は、ちょうどよ
い色味になることもあるが、あまり青くならないこともある。上述のように、分析結果に
基づいて、強調の度合が設定されることにより、個々の人物の肌の色に応じて青色を強調
することが可能となる。
【０１１５】
　なお、青色を強調する処理は、例えば、カラーバランスを調整することにより行われる
ようにしてもよいし、レベル補正により行われるようにしてもよい。
【０１１６】
　ステップＳ３４の処理の結果得られる画像は、肌色部分が程よく青みがかったものとな
る。従って、このような画像を印刷して得られた写真シールの画像は、寒色系の画像とな
り、例えば、銀塩カメラで撮影した写真のような風合いの画像となる。
【０１１７】
　ここでは、人物の肌の部分を特定し、その部分のみにおいて青色を強調する例について
説明したが、例えば、編集対象画像全体、または編集済み画像全体の青色が強調されるよ
うにしてもよい。例えば、白色の背景を有する画像の場合、対象画像全体の青色が強調さ
れるようにすると、銀塩カメラで撮影した写真のような風合いの画像が得られやすい。た
だし、例えば、対象画像の中に明るい青色の領域がある場合、対象画像全体の青色が強調
されると、明るすぎる青色の部分で白とびが発生しやすくなる。
【０１１８】
　さらに、寒色系画像の生成の際に、青色を強調する処理に加えて、例えば、人物の肌の
部分の質感を残すための特殊な画像処理が施されるようにしてもよい。
【０１１９】
　なお、寒色系画像の生成の際に、青色とは異なる色が強調されるようにすることも可能
である。例えば、青色に代えて紫色や緑色が強調されるようにしてもよい。要は、いわゆ
る寒色系に属する色が強調されるようにすればよい。なお、寒色系の色の中でも、青色が
強調されるようにすると、例えば、ファッション雑誌に掲載されているモデルの写真のよ
うな画像と同様の風合いの画像を得ることができる。
【０１２０】
　あるいはまた、画像全体のトーンカーブを変更し、明度を下げることにより、寒色系画
像に近い色味の画像が生成されるようにしてもよい。
【０１２１】
　また、ここでは、編集処理部３０２による画像処理として、寒色系画像生成処理が実行
される例について説明したが、例えば、撮影処理部３０１による画像処理として、寒色系
画像生成処理が実行されるようにしてもよい。この場合、被写体の画像が撮影される都度
、その撮影画像を対象画像として寒色系画像生成処理が実行されるようにしてもよいし、
編集対象画像が選択された後、それらの編集対象画像を対象画像として寒色系画像生成処
理が実行されるようにしてもよい。
【０１２２】
　あるいはまた、上述のような撮影処理部３０１または編集処理部３０２の画像処理（寒
色系画像生成処理）によらず、例えば、印刷処理部３０３が、プリンタ２４１に係る設定



(15) JP 5578381 B1 2014.8.27

10

20

30

40

50

を変更することにより寒色系画像が生成（印刷）されるようにしてもよい。
【０１２３】
　プリンタ２４１が、編集済み画像を、プリンタ２４１に装着されたシール紙ユニット２
４２に収納されているシール紙に印刷する場合、ＲＧＢカラーモードの画像データを、Ｃ
ＭＹＫモードの画像データに変換する必要がある。
【０１２４】
　そして、ＣＭＹＫカラーモードの画像においては、Ｃ、Ｍ、Ｙ、Ｋの各色領域が割り当
てられることになるが、寒色系の画像を生成する場合、例えば、肌色を表現する際に多く
用いられるＹ（黄色）の色領域をより寒色系に近づけるように変更する。
【０１２５】
　例えば、寒色系の画像を印刷する場合、色相環において、それぞれ９０°の角度で交差
するＬ軸、ａ軸、およびｂ軸から成るＬａｂ色空間におけるＹの色領域を、Ｌ軸およびａ
軸に対応する座標値がより小さくなるように変更する。
【０１２６】
　あるいはまた、色相環において、Ｙの色領域をより緑色に近づける。すなわち、通常、
Ｙの色領域は、色相環における一般的な黄色の領域に位置することになるが、寒色系の画
像を印刷する場合、Ｙの色領域を、色相環における一般的な緑色および青色の領域に近づ
けるように変更する。さらに、Ｙの色領域を、色相環における円の中心に近づけるように
変更し、Ｙのグラデーションの幅を広げる。
【０１２７】
　このように、例えば、プリンタ２４１に係る設定が変更されることにより寒色系画像が
印刷されるようにしてもよい。
【０１２８】
　あるいはまた、例えば、携帯端末に送信する画像については、撮影処理部３０１または
編集処理部３０２による画像処理として、寒色系画像生成処理が施されるようにし、写真
シールとして印刷される画像には、寒色系画像生成処理が施されずに、プリンタ２４１に
係る設定が変更されることにより寒色系画像が印刷されるようにしてもよい。なお、携帯
端末に送信する場合は、生成された寒色系画像の画像データをサーバー装置に送信するよ
うにする。
【０１２９】
　また、上述した例では、プリンタ２４１に係る設定が変更されるものとして説明したが
、シール紙の台紙を青色にすることにより、寒色系画像が印刷されるようにしてもよい。
すなわち、シール紙の台紙が青色であれば、プリンタ２４１に係る設定を変更せずとも、
シール紙に印刷される画像は青みがかったものとなり、寒色系の画像となる。
【０１３０】
　例えば、画像処理によって寒色系画像を生成したり、プリンタ２４１に係る設定を変更
して寒色系画像を生成する場合と比較して、シール紙の台紙を青色にする場合、より自然
な色合いをもった寒色系画像を印刷することが可能になる。
【０１３１】
　また、例えば、画像処理によって寒色系画像を生成したり、プリンタ２４１に係る設定
を変更して寒色系画像を生成する場合、処理負荷や時間などに影響する場合があるが、シ
ール紙の台紙を青色にする場合、処理負荷や時間などの影響を排除することが可能となる
。つまり、シール紙の台紙を青色にすることによって、特殊な処理や特殊なプリンタなど
を実装することなく、簡単にファッション雑誌に掲載されているモデルの写真のような画
像と同様の風合いの画像を得ることができる。
【０１３２】
　あるいはまた、例えば、２つの印刷ヘッドを有するプリンタ２４１を採用し、１つの印
刷ヘッドは、シール紙の印刷領域全体を青色にするように印刷し、他の印刷ヘッドによっ
て印刷領域全体を青色になったシール紙上に画像が印刷されるようにしてもよい。
【０１３３】
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　若しくは、プリンタ２４１の印刷ヘッドが１つしかない場合、最初にシール紙の印刷領
域全体を青色にするように印刷し、その後、印刷領域全体を青色になったシール紙上に画
像が印刷されるようにしてもよい。
【０１３４】
　このようにすることで、例えば、シール紙の台紙を青色にした場合と同様に、寒色系画
像を印刷することができる。
【０１３５】
　あるいはまた、利用者の選択した画像のみが寒色系画像とされるようにしてもよい。例
えば、携帯端末に送信する画像、または、シール紙に印刷する画像のそれぞれについて色
味の選択の操作を受け付けられるようにする。例えば、色味「写真風」、または、色味「
プリ風」を選択できるＧＵＩなどを提示し、利用者が色味「写真風」を選択した場合、そ
の画像が寒色系画像とされるようにしてもよい。この場合、利用者が色味「プリ風」を選
択した場合、その画像は寒色系画像とせず、例えば、従来の写真シールと同様の風合いの
画像となる。
【０１３６】
　このように、利用者の選択した画像のみが寒色系画像とされるようにする場合、例えば
、寒色系の画像の印刷に対応する設定のプリンタと、従来の写真シールと同様の風合いの
画像の印刷に対応する設定のプリンタとが設けられ、利用者の選択に応じていずれかのプ
リンタにより画像が印刷されるようにしてもよい。また、例えば、プリンタに供給される
シール紙を複数種類用意しておき、利用者が色味「写真風」を選択した場合、プリンタに
供給されるシール紙の台紙が青色とされ、利用者が色味「プリ風」を選択した場合、プリ
ンタに供給されるシール紙の台紙が白色とされるように制御するようにしてもよい。
【０１３７】
　従来より、オーバーコートをかけて色々な雰囲気のシール紙を提供できるように工夫し
ていたが、通常、シール台紙が白地であるため、印刷された画像が、やや鮮明になりすぎ
る傾向があった。このため、利用者から、写真シールの画像があまりにも写真シール機で
撮影したものと分かり易い旨の不満がでていた。
【０１３８】
　つまり、例えば、従来の写真シール機で印刷されたシール紙の画像は、デジタルカメラ
などで撮影された画像と比べて、不自然な印象を当たる画像になってしまうこともあり、
利用者はあまり良い印象をもっていなかった。
【０１３９】
　また、近年では、シール紙に印刷するよりも携帯端末へ画像を送信して利用することが
多くなっており、シール紙に印刷された画像が不自然な印象を与えるものであった場合、
利用者にとって、もはや写真シール機から排出されるシール紙が不要なものとなる傾向に
あった。
【０１４０】
　これに対して、本発明を適用した写真シール作成装置１により提供される写真シールの
画像は、上述したように、寒色系の画像となり、例えば、銀塩カメラで撮影した写真のよ
うな風合いの画像となる。
【０１４１】
　従って、本発明によれば、時代とともに変遷する写真シールの利用実態に即して、利用
者にとって魅力的な写真シールを提供することができる。
【０１４２】
　ところで、近年の利用者の満足度を高めるような写真シールとしては、例えば、上述し
たように、銀塩カメラで撮影した写真のような風合いの画像が好まれている。しかしなが
ら、従来、写真シール機から排出されるシール紙は、写真を連想させるようなものではな
かった。
【０１４３】
　そこで、例えば、シール紙上でのシールレイアウトを従来のものとは異なるようにして
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、銀塩カメラで撮影した写真を連想させるような写真シールが提供されるようにすること
も期待される。
【０１４４】
　図１２は、本発明を適用した写真シール作成装置１により印刷される写真シールにおけ
るシールレイアウトの例を説明する図である。
【０１４５】
　同図の例では、１０枚の写真シール（画像）が印刷されている。そして、図１２のシー
ル紙４０１は、例えば、図中の線Ａ－Ａ´に従ってミシン目が設けられており、切り離す
ことができるようになされている。図中の線Ａ－Ａ´は、シール紙の排出方向と平行な直
線とされ、このような方向にシール紙を切り離すことは「縦カット」とも称される。
【０１４６】
　なお、従来の写真シール機から排出されるシール紙は、シール紙の排出方向と垂直な直
線に沿って切り離されることが一般的であった。
【０１４７】
　図１２に示されるシール紙４０１を、線Ａ－Ａ´によって切り離した場合、線Ａ－Ａ´
の図中上側と図中下側に同じ画像の写真シールが５枚ずつ同様に配置されることになり、
切り離されたシール紙のそれぞれは、いわゆるＬ判のサイズとなる。
【０１４８】
　例えば、図１２に示されるようなシールレイアウトを採用した写真シールが排出される
ことにより利用者に、より強く写真を連想させるようにすることができる。
【０１４９】
　図１３は、本発明を適用した写真シール作成装置１により印刷される写真シールにおけ
るシールレイアウトの別の例を説明する図である。
【０１５０】
　同図の例では、１０枚の写真シールが印刷されている。そして、図１３のシール紙４０
２は、図中横方向２段に５枚の写真シールが並べられて配置されている。すなわち、図１
３の１０枚の写真シールは全て同じサイズとされており、上下２段で図中横方向（写真シ
ールの長手方向と垂直の方向）に複数枚配置されている。また、シール紙４０２は、図中
縦方向（写真シールの長手方向と平行な方向）の長さより、図中横方向の長さが大きくな
っている。
【０１５１】
　このような配置はネガフィルムにおける画像の配置を想起させる。
【０１５２】
　例えば、図１３に示されるようなシールレイアウトを採用した写真シールが排出される
ことにより利用者に、より強く写真を連想させるようにすることができる。また、例えば
、図１３において上下２段に配置されているものを、１段ごとに切り離すようにすれば、
より強くネガフィルムを連想させるようにすることもできる。
【０１５３】
　ところで、上述した一連の処理は、ハードウェアにより実行させることもできるし、ソ
フトウェアにより実行させることもできる。上述した一連の処理をソフトウェアにより実
行させる場合には、そのソフトウェアを構成するプログラムが、ネットワークや記録媒体
からインストールされる。
【０１５４】
　この記録媒体は、例えば、図８に示されるように、装置本体とは別に、写真シール作成
装置１の管理者にプログラムを配信するために配布される、プログラムが記録されている
磁気ディスク（フレキシブルディスクを含む）、光ディスク（ＣＤ-ＲＯＭおよびDVDを含
む）、光磁気ディスク（ＭＤを含む）、もしくは半導体メモリなどよりなるリムーバブル
メディア２０５により構成されるだけでなく、装置本体に予め組み込まれた状態で管理者
に配信される、プログラムが記録されているＲＯＭ２０６や、記憶部２０２に含まれるハ
ードディスクなどで構成される。
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【０１５５】
　なお、本明細書において、記録媒体に記録されるプログラムを記述するステップは、記
載された順序に沿って時系列的に行われる処理はもちろん、必ずしも時系列的に処理され
なくとも、並列的あるいは個別に実行される処理をも含むものである。
【０１５６】
　以上において、印刷媒体は、シール紙や写真紙に限られるものではなく、例えば、所定
のサイズの紙やフィルム、ポスター用の紙、テレホンカードなどのカード、あるいは、Ｔ
シャツなどの布地などに印刷するようにしてもよい。
【０１５７】
　また、本発明の実施の形態は、上述した実施の形態に限定されるものではなく、本発明
の要旨を逸脱しない範囲において種々の変更が可能である。
【符号の説明】
【０１５８】
　１　写真シール作成装置
　１１　撮影ユニット
　１２　編集部
　１３　事後接客部
　２０１　制御部
　２０８　撮影部
　２０９　編集部
　２１０　事後接客部
　３０１　撮影処理部
　３０２　編集処理部
　３０３　印刷処理部
　３０４　事後接客処理部
【要約】
【課題】時代とともに変遷する写真シールの利用実態に即して、利用者にとって魅力的な
写真シールを提供できるようにする。
【解決手段】ステップＳ３１において、対象画像が取得され、ステップＳ３２において、
対象画像の肌色認識が行われ、対象画像の中の人物の肌の部分が特定される。ステップＳ
３３において、ステップＳ３２の処理に伴って特定された部分の色分析を行い、ステップ
Ｓ３４において、人物の肌の部分の青色が強調される。ステップＳ３４の処理の結果得ら
れる画像は、人物の肌の部分が程よく青みがかったものとなり、このような画像を印刷し
て得られた写真シールの画像は、寒色系の画像となる。
【選択図】図１３
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