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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被写体を撮影して被写体画像を生成する撮像手段と、
　前記撮像手段によって撮像された被写体画像を記録媒体に記録する記録手段と、
　前記記録媒体から前記被写体画像を読み出す読出し手段と、
　前記読出し手段によって読み出された前記被写体画像中の被写体人物の顔画像が所定の
顔表情であることを検出する顔表情検出手段と、
　前記顔表情検出手段が所定の顔表情を検出したときに、前記被写体画像を所定の倍率で
表示手段に拡大表示させると共に、前記拡大表示の際に、前記被写体人物の顔領域が表示
画面の中央に位置するように前記表示手段を制御する表示制御手段と、
　前記顔表情の度合いを段階的に表す複数の顔表情レベルを顔表情レベルデータとして記
憶する顔表情レベルデータ記憶手段と、を備え、
　前記顔表情検出手段は、前記被写体人物の顔画像を前記顔表情レベルデータ記憶手段の
顔表情レベルデータと比較し、前記被写体人物の顔表情レベルを評価し、
　前記表示制御手段は、前記顔表情検出手段により評価された前記顔表情レベルに基づい
て前記所定の倍率を変更することを特徴とするデジタルカメラ。
【請求項２】
　被写体を撮影して被写体画像を生成する撮像手段と、
　前記撮像手段によって撮像された被写体画像を記録媒体に記録する記録手段と、
　前記記録媒体から前記被写体画像を読み出す読出し手段と、
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　前記読出し手段によって読み出された前記被写体画像中の被写体人物の顔画像が所定の
顔表情であることを検出する顔表情検出手段と、
　前記顔表情検出手段が所定の顔表情を検出したときに、前記被写体画像を所定の倍率で
表示手段に拡大表示させると共に、前記拡大表示の際に、前記被写体人物の顔領域が表示
画面の中央に位置するように前記表示手段を制御する表示制御手段と、
　前記顔表情の度合いを段階的に表す複数の顔表情レベルを顔表情レベルデータとして記
憶する顔表情レベルデータ記憶手段と、を備え、
　前記被写体画像は複数の被写体人物の画像を含み、
　前記顔表情検出手段は、前記被写体人物の各々の顔画像を前記顔表情レベルデータ記憶
手段の顔表情レベルデータと比較し、前記被写体人物の各々の顔表情レベルを評価し、
　前記表示制御手段は、前記顔表情レベルが最も高く評価された前記被写体人物の顔画像
を前記表示手段に拡大表示させることを特徴とするデジタルカメラ。
【請求項３】
　被写体を撮影して被写体画像を生成する撮像手段と、
　前記撮像手段によって撮像された被写体画像を記録媒体に記録する記録手段と、
　前記記録媒体から前記被写体画像を読み出す読出し手段と、
　前記読出し手段によって読み出された前記被写体画像中の被写体人物の顔画像が所定の
顔表情であることを検出する顔表情検出手段と、
　前記顔表情検出手段が所定の顔表情を検出したときに、前記被写体画像を所定の倍率で
表示手段に拡大表示させると共に、前記拡大表示の際に、前記被写体人物の顔領域が表示
画面の中央に位置するように前記表示手段を制御する表示制御手段と、
　前記顔表情の度合いを段階的に表す複数の顔表情レベルを顔表情レベルデータとして記
憶する顔表情レベルデータ記憶手段と、
　セレクタ部材と、を備え、
　前記被写体画像は複数の被写体人物の画像を含み、
　前記顔表情検出手段は、前記被写体人物の各々の顔画像を前記顔表情レベルデータ記憶
手段の顔表情レベルデータと比較し、前記被写体人物の各々の顔表情レベルを評価し、
　前記表示制御手段は、前記顔表情検出手段によって評価された顔表情レベルに基づいて
決定される順序に従い、前記複数の被写体人物画像を前記表示手段に順次拡大表示させ、
　前記セレクタ部材は、前記複数の被写体人物画像の順次拡大表示を被写体人物毎に切り
換えることを特徴とするデジタルカメラ。
【請求項４】
　被写体を撮影して被写体画像を生成する撮像手段と、
　前記撮像手段によって撮像された被写体画像を記録媒体に記録する記録手段と、
　前記記録媒体から前記被写体画像を読み出す読出し手段と、
　前記読出し手段によって読み出された前記被写体画像中の被写体人物の顔画像が所定の
顔表情であることを検出する顔表情検出手段と、
　前記顔表情検出手段が所定の顔表情を検出したときに、前記被写体画像を所定の倍率で
表示手段に拡大表示させると共に、前記拡大表示の際に、前記被写体人物の顔領域が表示
画面の中央に位置するように前記表示手段を制御する表示制御手段と、
　前記顔表情の度合いを段階的に表す複数の顔表情レベルを顔表情レベルデータとして記
憶する顔表情レベルデータ記憶手段と、
　所定の顔表情レベルを設定する優先度設定手段と、を備え、
　前記被写体画像は複数の被写体人物の画像を含み、
　前記顔表情検出手段は、前記被写体人物の各々の顔画像を前記顔表情レベルデータ記憶
手段の顔表情レベルデータと比較し、前記被写体人物の各々の顔表情レベルを評価し、
　前記表示制御手段は、前記優先度設定手段により設定された所定の顔表情レベルに該当
する顔表情レベルの前記被写体人物について前記拡大表示を優先的に行うことを特徴とす
るデジタルカメラ。
【請求項５】
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　被写体を撮影して被写体画像を生成する撮像手段と、
　前記撮像手段によって撮像された被写体画像を記録媒体に記録する記録手段と、
　前記記録媒体から前記被写体画像を読み出す読出し手段と、
　前記読出し手段によって読み出された前記被写体画像中の被写体人物の顔画像が所定の
顔表情であることを検出する顔表情検出手段と、
　前記顔表情検出手段が所定の顔表情を検出したときに、前記被写体画像を所定の倍率で
表示手段に拡大表示させる表示制御手段と、
　前記顔表情の度合いを段階的に表す複数の顔表情レベルを顔表情レベルデータとして記
憶する顔表情レベルデータ記憶手段と、を備え、
　前記顔表情検出手段は、前記被写体人物の顔画像を前記顔表情レベルデータ記憶手段の
顔表情レベルデータと比較し、前記被写体人物の顔表情レベルを評価し、
　前記表示制御手段は、前記顔表情検出手段により評価された前記顔表情レベルに基づい
て前記所定の倍率を変更することを特徴とするデジタルカメラ。
【請求項６】
　請求項２～４のいずれか１項に記載のデジタルカメラにおいて、
　前記撮像手段によって撮像された人物の顔画像に関係する顔情報を顔登録データとして
記憶する顔登録データ記憶手段と、
　前記読出し手段によって読み出された前記被写体画像中の被写体人物の顔画像が前記顔
登録データ記憶手段に記憶された前記顔登録データに対応することを認識する顔認識手段
と、を更に備え、
　前記被写体画像は、前記顔登録データ記憶手段に前記顔情報が記憶された人物の画像と
その他の人物の画像とを含み、
　前記顔表情検出手段は、前記被写体画像中の被写体人物の各々の顔画像が所定の顔表情
であることを検出し、
　前記表示制御手段は、前記顔認識手段で認識された前記被写体人物について前記拡大表
示を優先的に行うことを特徴とするデジタルカメラ。
【請求項７】
　請求項１～６のいずれか１項に記載のデジタルカメラにおいて、
　前記表示手段による前記拡大表示の後に、前記被写体人物の顔画像をトリミングするト
リミング手段を更に備えることを特徴とするデジタルカメラ。
【請求項８】
　請求項７に記載のデジタルカメラにおいて、
　前記記録手段は、前記トリミング手段によりトリミングされた画像を前記記録媒体に保
存することを特徴とするデジタルカメラ。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、撮影された画像中の人物の顔表情を検出してその画像を表示するデジタルカ
メラおよび画像処理装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　例えば、結婚披露宴などにおいて、デジタルカメラで多数の出席者を多数枚撮影して、
後日、出席者にその撮影画像又はプリント写真を配布することが広く行われている。この
ような結婚披露宴の場合には、多数の撮影画像やプリント写真の中から新郎新婦やその両
親の笑顔や泣き顔などが写っている画像又は写真を選んで配布すると、特に喜ばれるであ
ろう。
　このような画像又は写真の配布は、一般に画像が記録された記録媒体から画像をモニタ
に再生して、笑い顔や泣き顔などを視認して選択する。その後に、その選択した画像をそ
のまま、又はプリントして配布する。
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【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　しかしながら、多数の画像が記録された記録媒体から画像を読み出しそれをモニタに再
生して笑顔や泣き顔などの特定の顔表情の画像を選択する作業は、極めて手間の掛かる面
倒な作業である。
　特に、複数の人物が種々の顔表情で写っている画像の中から、笑顔や泣き顔などの特定
の顔表情を見つけ出すのは極めて面倒で根気を必要とする作業である。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　請求項１の発明によるデジタルカメラは、被写体を撮影して被写体画像を生成する撮像
手段と、前記撮像手段によって撮像された被写体画像を記録媒体に記録する記録手段と、
前記記録媒体から前記被写体画像を読み出す読出し手段と、前記読出し手段によって読み
出された前記被写体画像中の被写体人物の顔画像が所定の顔表情であることを検出する顔
表情検出手段と、前記顔表情検出手段が所定の顔表情を検出したときに、前記被写体画像
を所定の倍率で表示手段に拡大表示させると共に、前記拡大表示の際に、前記被写体人物
の顔領域が表示画面の中央に位置するように前記表示手段を制御する表示制御手段と、前
記顔表情の度合いを段階的に表す複数の顔表情レベルを顔表情レベルデータとして記憶す
る顔表情レベルデータ記憶手段と、を備え、前記顔表情検出手段は、前記被写体人物の顔
画像を前記顔表情レベルデータ記憶手段の顔表情レベルデータと比較し、前記被写体人物
の顔表情レベルを評価し、前記表示制御手段は、前記顔表情検出手段により評価された前
記顔表情レベルに基づいて前記所定の倍率を変更することを特徴とする。
　請求項２の発明によるデジタルカメラは、被写体を撮影して被写体画像を生成する撮像
手段と、前記撮像手段によって撮像された被写体画像を記録媒体に記録する記録手段と、
前記記録媒体から前記被写体画像を読み出す読出し手段と、前記読出し手段によって読み
出された前記被写体画像中の被写体人物の顔画像が所定の顔表情であることを検出する顔
表情検出手段と、前記顔表情検出手段が所定の顔表情を検出したときに、前記被写体画像
を所定の倍率で表示手段に拡大表示させると共に、前記拡大表示の際に、前記被写体人物
の顔領域が表示画面の中央に位置するように前記表示手段を制御する表示制御手段と、前
記顔表情の度合いを段階的に表す複数の顔表情レベルを顔表情レベルデータとして記憶す
る顔表情レベルデータ記憶手段と、を備え、前記被写体画像は複数の被写体人物の画像を
含み、前記顔表情検出手段は、前記被写体人物の各々の顔画像を前記顔表情レベルデータ
記憶手段の顔表情レベルデータと比較し、前記被写体人物の各々の顔表情レベルを評価し
、前記表示制御手段は、前記顔表情レベルが最も高く評価された前記被写体人物の顔画像
を前記表示手段に拡大表示させることを特徴とする。
　請求項３の発明によるデジタルカメラは、被写体を撮影して被写体画像を生成する撮像
手段と、前記撮像手段によって撮像された被写体画像を記録媒体に記録する記録手段と、
前記記録媒体から前記被写体画像を読み出す読出し手段と、前記読出し手段によって読み
出された前記被写体画像中の被写体人物の顔画像が所定の顔表情であることを検出する顔
表情検出手段と、前記顔表情検出手段が所定の顔表情を検出したときに、前記被写体画像
を所定の倍率で表示手段に拡大表示させると共に、前記拡大表示の際に、前記被写体人物
の顔領域が表示画面の中央に位置するように前記表示手段を制御する表示制御手段と、前
記顔表情の度合いを段階的に表す複数の顔表情レベルを顔表情レベルデータとして記憶す
る顔表情レベルデータ記憶手段と、セレクタ部材と、を備え、前記被写体画像は複数の被
写体人物の画像を含み、前記顔表情検出手段は、前記被写体人物の各々の顔画像を前記顔
表情レベルデータ記憶手段の顔表情レベルデータと比較し、前記被写体人物の各々の顔表
情レベルを評価し、前記表示制御手段は、前記顔表情検出手段によって評価された顔表情
レベルに基づいて決定される順序に従い、前記複数の被写体人物画像を前記表示手段に順
次拡大表示させ、前記セレクタ部材は、前記複数の被写体人物画像の順次拡大表示を被写
体人物毎に切り換えることを特徴とする。
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　請求項４の発明によるデジタルカメラは、被写体を撮影して被写体画像を生成する撮像
手段と、前記撮像手段によって撮像された被写体画像を記録媒体に記録する記録手段と、
前記記録媒体から前記被写体画像を読み出す読出し手段と、前記読出し手段によって読み
出された前記被写体画像中の被写体人物の顔画像が所定の顔表情であることを検出する顔
表情検出手段と、前記顔表情検出手段が所定の顔表情を検出したときに、前記被写体画像
を所定の倍率で表示手段に拡大表示させると共に、前記拡大表示の際に、前記被写体人物
の顔領域が表示画面の中央に位置するように前記表示手段を制御する表示制御手段と、前
記顔表情の度合いを段階的に表す複数の顔表情レベルを顔表情レベルデータとして記憶す
る顔表情レベルデータ記憶手段と、所定の顔表情レベルを設定する優先度設定手段と、を
備え、前記被写体画像は複数の被写体人物の画像を含み、前記顔表情検出手段は、前記被
写体人物の各々の顔画像を前記顔表情レベルデータ記憶手段の顔表情レベルデータと比較
し、前記被写体人物の各々の顔表情レベルを評価し、前記表示制御手段は、前記優先度設
定手段により設定された所定の顔表情レベルに該当する顔表情レベルの前記被写体人物に
ついて前記拡大表示を優先的に行うことを特徴とする。
　請求項５の発明によるデジタルカメラは、被写体を撮影して被写体画像を生成する撮像
手段と、前記撮像手段によって撮像された被写体画像を記録媒体に記録する記録手段と、
前記記録媒体から前記被写体画像を読み出す読出し手段と、前記読出し手段によって読み
出された前記被写体画像中の被写体人物の顔画像が所定の顔表情であることを検出する顔
表情検出手段と、前記顔表情検出手段が所定の顔表情を検出したときに、前記被写体画像
を所定の倍率で表示手段に拡大表示させる表示制御手段と、前記顔表情の度合いを段階的
に表す複数の顔表情レベルを顔表情レベルデータとして記憶する顔表情レベルデータ記憶
手段と、を備え、前記顔表情検出手段は、前記被写体人物の顔画像を前記顔表情レベルデ
ータ記憶手段の顔表情レベルデータと比較し、前記被写体人物の顔表情レベルを評価し、
前記表示制御手段は、前記顔表情検出手段により評価された前記顔表情レベルに基づいて
前記所定の倍率を変更することを特徴とする。
【発明の効果】
【０００５】
　本発明のデジタルカメラによれば、記録媒体に記録された被写体画像を読み出し、その
読み出した被写体画像から顔表情検出手段によって所定の顔表情を検出し、その被写体画
像を拡大表示するので、極めて簡単に所望の顔表情の画像を得ることができると共に、そ
の顔表情を簡単に視認することできる。
【図面の簡単な説明】
【０００６】
【図１】本発明の第１の実施の形態に係るデジタルカメラの構成を示すブロック図である
。
【図２】第１の実施の形態によるデジタルカメラの液晶ディスプレイに表示されたオリジ
ナルの被写体画像を模式的に示す図である。
【図３】第１の実施の形態によるデジタルカメラの液晶ディスプレイに表示された拡大画
像を模式的に示す図である。
【図４】第１の実施の形態によるデジタルカメラの液晶ディスプレイに表示されたトリミ
ング画像を模式的に示す図である。
【図５】第２の実施の形態に係るデジタルカメラの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】
【０００７】
　以下、本発明の実施の形態によるデジタルカメラについて、図面を参照しながら説明す
る。
　－第１の実施の形態－
　図１は、本発明の第１の実施の形態によるデジタルカメラの構成を示すブロック図であ
る。
【０００８】
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　図１に示されるように、デジタルカメラは、撮影レンズ１１、絞り１２、撮像素子１３
、バッファメモリ１４、画像処理部１５、画像記録部１６および制御部２０を備える。ま
た、デジタルカメラは、顔検出部２１、顔データ記憶部２２、顔表情検出部２３、顔表情
データ記憶部２４、顔表情設定部２５および顔表情レベルデータ記憶部２６を備える。さ
らに、デジタルカメラは、表示制御部２７、液晶ディスプレイ２８、画像読出し部３０お
よびトリミング部４０を備える。
【０００９】
　撮影レンズ１１は、ズームレンズやフォーカスレンズを含む複数のレンズで構成され、
被写体像を撮像素子１３上に結像する。図１では簡単のため、撮影レンズ１１は１枚のレ
ンズで示されている。撮像素子１３は、撮影レンズ１１からの被写体光Ｌ１を光電変換す
ることにより画像信号を生成する。
【００１０】
　撮像素子１３から出力される画像信号は、バッファメモリ１４を介して画像処理部１５
に送られ、ここで所定の種々の画像処理が施される。撮影開始前の段階では、撮像素子１
３からの画像信号は、バッファメモリ１４、画像処理部１５および制御部２０を介して液
晶ディスプレイ２８に送られ、スルー画像として表示される。撮影段階では、撮像素子１
３からの画像信号は、バッファメモリ１４、画像処理部１５を介して送られて画像記録部
１６にて記録される。
　画像記録部１６は、画像情報とその画像に関する属性情報とを関連付けてメモリ１６ａ
に記録する。
【００１１】
　顔検出部２１は、被写体画像を顔データ記憶部２２に予め記憶されている顔データと比
較することにより、被写体画像中の被写体人物の顔を検出する。被写体人物が複数人いる
場合は、全員の顔を個別に検出する。検出された顔領域の画像は、顔検出部２１から制御
部２０へ送られる。顔データ記憶部２２は、例えば、眉、眼、鼻、唇の形状に関する特徴
点のデータを記憶している。
【００１２】
　顔検出には、例えば、特開２００１－１６５７３号公報に開示されている検出手法を用
いることができる。この検出手法は、入力画像中から特徴点を抽出して被写体の顔領域、
顔の大きさ等を検出するものである。特徴点としては、眉、眼、鼻、唇の各端点、および
顔の輪郭点、例えば頭頂点や顎の下端点が挙げられる。
【００１３】
　他の顔検出としては、例えば、特開２００５－１５７６７９号公報に開示されている検
出手法を用いることができる。この検出手法は、先ず、入力画像中の２画素間の輝度差を
特徴量として学習しておき、その特徴量に基づいて入力画像中の所定領域に顔が存在する
か否かを示す推定値を算出し、推定値が１以上のときにその所定領域に顔が存在すると判
別するものである。
【００１４】
　顔表情検出部２３は、顔検出部２１により検出された顔領域の画像を制御部２０を介し
て入力し、その顔領域の画像の顔表情を顔表情データ記憶部２４に予め記憶されている所
定の顔表情データと比較することにより、顔領域の画像中の被写体人物の顔表情が所定の
顔表情データに対応することを検出する。この顔表情検出は、一定の時間間隔毎に行われ
る。
【００１５】
　顔表情には、笑顔、泣き顔、怒り顔、驚き顔、寝顔などの様々な種類があり、顔表情デ
ータ記憶部２４は、これらの複数の顔表情データを記憶している。
　顔表情設定部２５は、被写体人物の複数の顔表情を外部から設定する操作部であり、以
下の説明では、顔表情として笑顔を設定したものとして説明する。
【００１６】
　顔表情検出部２３が顔領域の画像の顔表情を検出する場合には、特開２００８－４２３
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１９号公報に開示されている検出手法を用いることができる。この検出手法は、例えば笑
顔であることを検出するには、検出された画像の顔が笑顔と通常時の顔という２つの顔表
情のいずれに近いかに基づいて表情の種類を判断するものである。
　顔表情検出部２３は、被写体画像中の被写体人物の顔表情が笑顔であることを検出する
と、検出信号を制御部２０に対して出力する。
【００１７】
　顔表情検出部２３は更に、顔検出部２０により検出された顔領域の画像の顔表情を顔表
情レベルデータ記憶部２６に予め記憶されている所定の顔表情レベルデータと比較するこ
とにより、顔領域の画像中の被写体人物の顔表情が所定の顔表情レベルに対応することを
検出する。
【００１８】
　顔表情レベルデータ記憶部２６は、顔表情の度合い（顔表情レベル）、例えば、笑顔の
度合い（笑顔レベル）が大笑いと中笑いと微笑であるときの各笑顔の特徴を表す笑顔レベ
ルデータを笑顔レベル毎に記憶している。
【００１９】
　笑顔の度合いを判定する手法には、例えば、特開２００４－４６５９１号公報に開示さ
れている手法を用いることができる。この判定手法は、入力された部分画像の笑顔につい
て笑顔の度合いの評価を行い、笑顔評価値を算出する。笑顔評価の際は、予め記憶されて
いる笑顔データを参照して眉、瞳孔、唇の各要素の形状の評価ポイントを算出し、各評価
ポイントを係数により重み付けした上で合算した値を笑顔評価値としている。
【００２０】
　表示制御部２７は、液晶ディスプレイ２８による表示を制御する。すなわち、表示制御
部２７は、液晶ディスプレイ２８がスルー画像の表示、バッファメモリ１４に一時的に記
録されている被写体画像の表示、画像記録部１６のメモリ１６ａに保存された被写体画像
の再生表示を行なう時の表示態様を制御する。表示態様とは、例えば、画像の表示倍率を
変更したり、所定の部分画像が画面の中央に位置するように移動させることである。また
、表示制御部２７は、液晶ディスプレイ２８に被写体画像のみを表示させたり、属性情報
を付加した被写体画像を表示させる。
【００２１】
　液晶ディスプレイ２８は、スルー画像の表示やバッファメモリ１４に一時的に記録され
ている被写体画像、メモリ１６ａに保存された被写体画像の表示を行い、また、表示制御
部２７の指令により、被写体画像に関連する属性情報の表示を行う。
【００２２】
　画像読出し部３０は、画像記録部１６のメモリ１６ａに保存されている被写体画像の読
み出しを行う操作部である。
【００２３】
　トリミング部４０は、液晶ディスプレイ２８が、メモリ１６ａに保存された被写体画像
中の笑顔が検出されたり笑顔レベルが評価された人物の画像を中央位置に拡大表示した後
に、その人物の部分画像をトリミングする。トリミングされた画像は、液晶ディスプレイ
２８に表示される。
【００２４】
　以上のように構成されたデジタルカメラの動作について図１～４を参照しながら説明す
る。図２～４は、それぞれ液晶ディスプレイ２８の画面を模式的に示す図である。図２は
、オリジナルの被写体画像、図３は、画面の中央位置に拡大表示された人物画像、図４は
、図３の人物画像をトリミングして得られた顔画像を示す。
【００２５】
　以下の説明では、画像記録部１６の被写体画像から被写体人物の笑顔を検出する場合を
例にとって説明する。
　先ず、顔表情設定部２５によって複数の顔表情の中から笑顔を選択してそれを設定する
。画像読出し部３０は、画像記録部１６のメモリ１６ａに保存されている被写体画像を読
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み出す。この被写体画像は、撮影レンズ１１、絞り１２および撮像素子１３によって撮影
されたものでもよいし、他のカメラで撮影されたものでもよい。例えば、ＷｉＦｉなどの
無線通信ネットワークにより、他のカメラから画像データとして受信してメモリ１６ａに
記録したものでもよい。
【００２６】
　図２に示されるように、読み出された被写体画像には、人物画像１０１と非人物画像１
１０が含まれている。
　顔検出部２１は、読み出された被写体画像を顔データ記憶部２２の顔データと比較する
ことにより、被写体画像中の人物画像１０１の顔部分１０１ａを検出する。
【００２７】
　顔表情検出部２３は、顔検出部２１により検出された人物画像１０１の顔画像１０１ａ
を顔表情データ記憶部３２の笑顔データと比較し、被写体人物の笑顔を検出する。顔表情
検出部２３は、この笑顔を検出した時に検出信号を出力する。顔表情検出部２３は、更に
人物画像１０１の顔画像１０１ａを顔表情レベルデータ記憶部２６の笑顔レベルデータと
比較し、被写体人物の笑顔レベルを評価する。この笑顔レベルは、例えば大笑い、中笑い
、微笑の３段階である。顔表情検出部２３は、笑顔レベルに応じた評価信号を制御部２０
へ出力する。
【００２８】
　表示制御部２７は、顔表情検出部２３からの検出信号および評価信号を入力して、図３
に示されるように、人物画像１０１を液晶ディスプレイ２８の画面の中央位置に拡大表示
する。この拡大表示の倍率は、顔表情検出部２３の評価信号によって決定され、例えば、
大笑いの場合は４倍、中笑いの場合は３倍、微笑の場合は２倍となる。
【００２９】
　続いて、トリミング部４０は、図３に示されるように、液晶ディスプレイ２８の画面の
中央位置で拡大表示された人物画像１０１について顔領域１０１ａのみをトリミングする
。図４に示されるように、トリミングされた顔画像１０２は、液晶ディスプレイ２８の画
面上に表示される。
【００３０】
　トリミング画像１０２はメモリ１６ａに保存される。
　保存の方法には２通りあり、トリミング画像をオリジナルの被写体画像と同じフォルダ
に保存してもよいし、トリミング部４０が最初にトリミングするときに、メモリ１６ａに
新しいトリミング用フォルダを自動作成してそのトリミング用フォルダに保存してもよい
。なお、トリミング画像にトリミングした旨の属性情報を付加した上でメモリ１６ａに保
存しておけば、その属性情報に基づいて画像検索をすることができる。
【００３１】
　なお、画像読出し部３０は、その一回の操作毎に、メモリ１６ａから一つの被写体画像
を読み出すように構成することもできるし、その代わりに、一回の操作によってメモリ１
６ａに記録されたすべての被写体画像を順次読み出すように設定することも出来る。この
後者の場合には、記録媒体に記録された全ての画像の中から所定の顔表情の画像を自動的
に検索し、拡大表示し、更にトリミング画像を保存することができる。
【００３２】
　第１の実施の形態のデジタルカメラは以下の作用効果を奏する。
（１）メモリ１６ａから被写体画像を読み出し、その読み出した被写体画像から顔表情検
出部２３によって所定の顔表情の画像を検出し、その被写体画像を拡大表示するので、極
めて簡単に所望の顔表情の画像を選択することができると共に、その顔表情を容易に視認
して確認することができる。
（２）被写体画像中の人物がたとえ画面の片隅に位置していたとしても、その拡大表示は
、表示画面の中央部において行われるので、その視認を容易に行うことができる。
（３）顔表情検出部２３によって検出された所定の顔表情の顔画像は、トリミングされて
、メモリに別途記録されるので、後日にトリミング顔画像とそれの原画像とを再利用する
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ことができる。
【００３３】
　－第２の実施の形態－
　次に、本発明の第２の実施の形態のデジタルカメラを説明する。
　この第２の実施の形態によるデジタルカメラは、第１の実施の形態によるデジタルカメ
ラの構成に加えて、新たな構成を付加したものである。これらの新たな追加構成は、主に
、被写体画像に複数の人物が写っている場合にそれらの複数の人物についてどの人物を優
先して拡大表示するかを定めるために使用されるものである。
【００３４】
　図５は、本発明の第２の実施の形態によるデジタルカメラの構成を示すブロック図であ
る。
　顔登録モード設定部３１は、デジタルカメラへの人物登録を実行するモードをＯＮ／Ｏ
ＦＦ設定する操作部であり、ＯＮ設定して登録したい人物の顔を撮像素子１３によって撮
像し、撮像した顔画像の特徴を顔登録データとして顔登録データ記憶部３２に記録する。
この顔登録データ記憶部３２は、登録人物の顔画像の顔情報、例えば眉や眼や鼻や唇など
の特徴点に関する特徴量データを顔登録データとして記憶する。
【００３５】
　顔認識部３３は、顔検出部２１によって検出された被写体人物の顔領域の画像を顔登録
データ記憶部３２に記録されている顔登録データと照合し、その画像が登録済みの顔であ
ることを認識した時に、認識信号を出力する。
【００３６】
　優先度設定部４１は、メモリ１６ａから読み出した被写体画像中に所定の顔表情の人物
が複数人写っていた場合に、その複数の人物の中から拡大表示を優先的に行う人物を設定
する操作部である。
　具体的には、優先度設定部４１は、登録人物優先モードと、笑顔レベルなどの顔表情レ
ベル優先モードとを有する。
【００３７】
　登録人物優先モードは、被写体画像中に登録人物とその他の人物（即ち非登録人物）と
が存在した時に、その登録人物が所定の顔表情であった場合にその登録人物を非登録人物
に優先して拡大表示し、トリミング処理する。その後に、所定の顔表情の非登録人物を拡
大表示し、トリミング処理を行うものである。
　顔表情レベル優先モードは、被写体画像中の複数の人物が所定の顔表情である場合に、
その顔表情レベルが高い順に人物画像を拡大表示し、トリミング処理を行うものである。
顔表情レベルに優先度を設けることにより、優先順位の高い顔表情レベルの人物画像を他
の人物画像よりも先に拡大表示させることができる。
【００３８】
　セレクタ釦４２は、登録人物優先モードと顔表情レベル優先モードの設定時に、上記の
拡大表示を優先順位に従って順次切換える為の操作部材である。
【００３９】
　以上のように構成されたデジタルカメラの動作について説明する。
　＜登録人物優先モード＞
　はじめに、優先度設定部４１によって登録人物優先モードを設定した場合の作用を説明
する。顔登録モード設定部３１は、事前に所望の被写体人物について顔登録データを顔登
録データ記憶部３２に記録している。
　顔表情設定部２５が顔表情として笑顔を設定し、優先度設定部４１が外部操作によって
登録人物優先モードを設定する。
【００４０】
　画像読出し部３０がメモリ１６ａから、複数の人物が写っている被写体画像を読み出す
。ここで、この読み出された被写体画像が、顔登録データ記録部３２に登録済みの登録人
物とその他の人物（非登録人物）とを含み、かつ登録人物も非登録人物も笑顔であるとす
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る。
【００４１】
　顔検出部２１は、この被写体画像中の被写体人物の各々の顔を検出し、顔認識部３３は
この検出された各顔画像が顔登録データ記憶部３２の顔登録データにそれぞれ対応するか
否かを検出し、対応した顔画像が存在すると、その顔画像に対して認識信号を出力する。
こうして、被写体画像中の登録済みの人物画像が顔認識部３３によって認識されて、その
人物画像に対して認識信号が発せられる。
【００４２】
　顔表情検出部２３は、顔検出部２１が検出した登録人物と非登録人物の各顔画像を顔表
情データ記憶部２４に記憶された笑顔データと比較し、それぞれについて笑顔画像を検出
すると、各顔画像に対して検出信号を出力する。
【００４３】
　表示制御部２７は、顔認識部３３からの登録人物を表す認識信号と顔表情検出部２３か
らの笑顔を表す検出信号とに基づき、被写体画像中の登録人物を優先して液晶ディスプレ
イ２８の表示画面の中央に拡大表示する。
　この登録人物の拡大表示の後に、トリミング部４０がその登録人物の顔をトリミングし
、このトリミングされた画像がメモリ１６ａに保存される。この後に、セレクタ釦４２が
操作されると、顔表情検出部２３が検出した非登録人物（登録人物以外の人物）について
表示画面の中央に拡大表示が行われ、その後にその顔画像に対してトリミングが行われ、
そのトリミングされた画像がメモリ１６ａに保存される。
【００４４】
　こうして、読出された被写体画像に笑顔の登録人物と笑顔の非登録人物とが写っている
場合には、登録人物が優先的に拡大表示され、そのトリミングされた顔画像がメモリ１６
ａに保存され、その後に、非登録人物が拡大表示され、そのトリミングされた顔画像がメ
モリ１６ａに保存される。
【００４５】
　＜顔表情レベル優先モード＞
　次に、優先度設定部４１によって顔表情レベル優先モードを設定した場合の作用を説明
する。画像読出し部３０がメモリ１６ａから、複数の人物が写っている被写体画像を読み
出すと、上述と同様に顔検出部２１がその全員の人物の顔を検出する。顔表情検出部２３
は、顔検出部２１によって検出された全人物について笑顔検出を行い、笑顔検出すると検
出信号を出力すると共に、更に、笑顔検出した人物の各々について顔表情レベルデータ記
憶部２６の顔表情レベルデータに基づき笑顔レベルを評価し、その笑顔レベルを表す評価
信号を出力する。
【００４６】
　表示制御部２７は、この評価信号に基づき、最初に笑顔レベルが最も高い人物画像を優
先的に液晶ディスプレイ２８の表示画面中央に拡大表示する。第１の実施の形態と同様に
、この拡大表示の倍率は、顔表情検出部２３が評価した評価信号に基づいて決定される。
その後に、セレクタ釦４２の順次操作に応じて、笑顔レベルが２番目、３番目などの人物
が次々に表示画面中央に拡大表示される。勿論、各画像は拡大表示された後に、トリミン
グされ、メモリ１６ａにそれぞれ記録される。
【００４７】
　なお、優先度設定部４１は、優先順位を、顔表情レベルが高い順ではなく、例えば、微
笑、中笑い、大笑いの順に設定することもできる。顔表情レベルに優先度を設けることに
より、ユーザーの好みの笑顔レベルの人物を優先的に表示させることができる。
【００４８】
　このような複数の被写体人物に対する順次の拡大表示・トリミング・保存は、セレクタ
釦４２の順次の操作毎に実行される代わりに、最初のセレクタ釦４２の操作の後に、自動
的に所定の時間間隔で行うことも出来る。
【００４９】
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　第２の実施の形態のデジタルカメラは以下の作用効果を奏する。
（１）顔表情検出部２３によって、被写体画像の複数の人物各々に対して所定の顔表情を
検出することができるので、所望の顔表情の画像を迅速かつ簡便に得ることができる。
（２）更に、優先度設定部４１によって、所望の顔表情の人物画像を優先的に表示するこ
とができる。
【００５０】
　第１及び第２の実施の形態では、記録媒体からの被写体画像の読み出しや顔表情検出や
拡大表示やトリミングなどは、デジタルカメラが実行するものであった。しかしながら、
このような処理は、全て、デジタルカメラ以外の画像処理装置、例えばパソコンなどでも
実行することが出来る。従って、本発明は、デジタルカメラに限らず、その他の画像処理
装置にも適用することができる。
　本発明は、その特徴を損なわない限り、以上説明した実施の形態に何ら限定されない。
【符号の説明】
【００５１】
　　１６：画像記録部　　　　　　　　　　　２０：制御部
　　２１：顔検出部　　　　　　　　　　　　２２：顔データ記憶部
　　２３：顔表情検出部　　　　　　　　　　２４：顔表情データ記憶部
　　２５：顔表情設定部　　　　　　　　　　２６：顔表情レベルデータ記憶部
　　２７：表示制御部　　　　　　　　　　　２８：液晶ディスプレイ
　　３０：画像読出し部　　　　　　　　　　３１：顔登録モード設定部
　　３２：顔登録データ記憶部　　　　　　　３３：顔認識部
　　４０：トリミング部　　　　　　　　　　４１：優先度設定部
　　４２：セレクタ釦

【図１】 【図２】
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