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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被写体像を光電変換して画像データを順次に取得する撮影手段を備え、撮影信号の入力
に応じて、前記撮影信号が入力されたときに取得した前記画像データを記録媒体に記録す
る撮影装置において、
　前記画像データに基づいて、前記被写体像に含まれる特定対象物を検出する対象物検出
手段と、
　前記特定対象物の個数を設定する個数設定手段と、
　前記対象物検出手段で検出した前記特定対象物の個数と、前記個数設定手段で設定され
た前記特定対象物の個数とが一致したか否かを判定する個数一致判定手段と、
　前記画像データを分割して得られる複数のブロックのうち動きのあるブロックを移動領
域として検出する移動領域検出手段と、
　前記移動領域内から前記特定対象物が検出された場合に、前記特定対象物が検出された
前記移動領域の動きが停止したか否かを判定する判定手段と、
　前記移動領域が検出されない場合および前記移動領域内から前記特定対象物が検出され
ない場合に、前記個数一致判定手段で一致したと判定されてから所定時間経過後、焦点調
整と露出調整との少なくとも一方を行った後に、前記撮影信号を出力する一方、前記個数
一致判定手段で一致したと判定された後に、前記移動領域内から前記特定対象物が検出さ
れた場合に、前記特定対象物が検出された前記移動領域の動きが停止したと判定されたら
、焦点調整と露出調整との少なくとも一方を行った後に前記撮影信号を出力する制御手段
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とを備えたことを特徴とする撮影装置。
【請求項２】
　前記特定対象物は人物の顔であることを特徴とする請求項１記載の撮影装置。
【請求項３】
　前記撮影手段は、前記撮影信号が入力される前には、前記撮影画像の入力に応じて本撮
影を行うときと解像度が略同じか、又は本撮影時よりも解像度が低い予備撮影画像を取得
し、
　前記対象物検出手段は、前記予備撮影画像から前記特定対象物を検出することを特徴と
する請求項１または２記載の撮影装置。
【請求項４】
　被写体像を光電変換して画像データを順次に取得し、撮影信号の入力に応じて、前記撮
影信号が入力されたときに取得した前記画像データを記録媒体に記録する撮影方法におい
て、
　前記画像データに基づいて、前記被写体像に含まれる特定対象物を検出する特定対象物
検出ステップと、
　前記特定対象物の個数を設定する個数設定ステップと、
　前記特定対象物検出ステップで検出された前記特定対象物の個数と、前記個数設定ステ
ップで設定された前記特定対象物の個数とが一致したか否かを判定する個数一致判定ステ
ップと、
　前記画像データを分割して得られる複数のブロックのうち動きのあるブロックを移動領
域として検出する移動領域検出ステップと、
　前記移動領域内から前記特定対象物が検出された場合に、前記特定対象物が検出された
前記移動領域の動きが停止したか否かを判定する判定ステップと、
　前記移動領域が検出されない場合および前記移動領域内から前記特定対象物が検出され
ない場合に、前記個数一致判定ステップで一致したと判定されてから所定時間経過後、焦
点調整と露出調整との少なくとも一方を行った後に、前記撮影信号を出力する一方、前記
個数一致判定ステップで一致したと判定された後に、前記移動領域内から前記特定対象物
が検出された場合に、前記特定対象物が検出された前記移動領域の動きが停止したと判定
されたら、焦点調整と露出調整との少なくとも一方を行った後に前記撮影信号を出力する
撮影信号出力ステップとを備えたことを特徴とする撮影方法。
【請求項５】
　前記特定対象物は人物の顔であることを特徴とする請求項４記載の撮影方法。
【請求項６】
　前記撮影信号が入力される前には、前記撮影画像の入力に応じて本撮影を行うときと解
像度が略同じか、又は本撮影時よりも解像度が低い予備撮影画像を取得する予備画像取得
ステップを更に備え、
　前記特定対象物検出ステップでは、前記予備撮影画像から前記特定対象物を検出するこ
とを特徴とする請求項４または５記載の撮影方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、画像データを記録する撮影装置及び撮影方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、被写体像を光電変換によって撮像し、この撮像によって得られた画像データを記
録する撮影装置（例えば、デジタルカメラ）が実用化され、一般に販売されている。デジ
タルカメラの技術として、被写体を最適な条件で撮影するための様々な技術が提案されて
いる。
【０００３】
　例えば、特許文献１では、画像データから顔を認識して各部分を判別する認識・判別部
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を備え、顔画像が認識され、各部分が判別された場合に、自動的にレリーズボタンを押下
する撮像装置が提案されている。
【０００４】
　また、特許文献２では、画像データに基づいて、複数のブロックに分割された画面枠内
において動きのあるブロックを移動領域として検出する移動領域検出部と、画像データに
基づいて人物の顔を検出する顔検出部と、人物の顔を含む移動領域内の動きが停止したこ
とに応じて撮影動作を行う制御部とを備えた撮像装置及び自動撮影方法が提案されている
。
【０００５】
　さらに、特許文献３では、被写体の顔領域の位置を検出し、顔領域の位置の動き量が所
定期間の間、所定範囲内であるときに、撮像を行わせる電子カメラ及び電子カメラシステ
ムが提案されている。
【特許文献１】特開２００３－９２７０１号公報
【特許文献２】特開２００６－２３７９６１号公報
【特許文献３】特開２００６－５６６２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　撮影者自身も被写体として撮影する、いわゆるセルフタイマ撮影では、撮影者は、所定
の操作を行った後に撮影範囲内に入る。特許文献１では、撮影者が撮影範囲内に入る前に
、顔画像が認識され各部分が判別された場合には、撮影者が撮影範囲内に入る前に撮影が
行われるため、撮影者が撮影画像に含まれないことになり、問題があった。
【０００７】
　また、特許文献２でも、セルフタイマ撮影モードで、撮影者が撮影範囲内に入る前に人
物の顔を含む移動領域内の動きが停止した場合には、撮影者が撮影範囲内に入る前に撮影
が行われるため、撮影者が撮影画像に含まれないことになり、問題があった。
【０００８】
　さらに、特許文献３でも、セルフ撮影第１モードでは、レリーズボタンを全押しした後
に、予め決められた期間待機するようにしているが、上記予め決められた期間内に撮影者
が撮影範囲内に入らなかった場合には、撮影者が撮影画像に含まれないことになり、問題
があった。また、撮影者が撮影範囲内に確実に入れるように、上記予め決められた期間を
長くした場合には、撮影者が撮影範囲内に入った後にも、上記予め決められた期間は撮影
が行われない。このため、被写体である人物、特に子供の場合には、撮影を待ちきれずに
動いてしまうことがあり、撮影を行うことができないという問題があった。
【０００９】
　本発明は、上記課題を解決するためになされたものであり、確実にセルフ撮影等の自動
撮影を行うことができる撮影装置及び撮影方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　上記目的を達成するために、本発明の撮影装置は、被写体像を光電変換して画像データ
を順次に取得する撮像手段を備え、撮影信号の入力に応じて、前記撮影信号が入力された
ときに取得した前記画像データを記録媒体に記録する撮影装置において、前記画像データ
に基づいて、前記被写体像に含まれる特定対象物を検出する対象物検出手段と；前記特定
対象物の個数を設定する個数設定手段と；前記対象物検出手段で検出した前記特定対象物
の個数と、前記個数設定手段で設定された前記特定対象物の個数とが一致したか否かを判
定する個数一致判定手段と；前記個数一致判定手段で一致したと判定されたことに応じて
、前記撮影信号を出力する制御手段と；を備えたことを特徴とする。
【００１１】
　また、前記特定対象物は人物の顔であることが好ましい。なお、前記特定対象物として
は、前記人物の顔以外に、犬や猫等の動物の顔等が挙げられる。
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【００１２】
　さらに、前記制御手段は、前記個数一致判定手段で一致したと判定されてから所定時間
経過後に前記撮影信号を出力することが好ましい。
【００１３】
　また、前記制御手段は、前記個数一致判定手段で一致したと判定されてから、焦点調整
と露出調整との少なくとも一方を行った後に前記撮影信号を出力することが好ましい。
【００１４】
　さらに、前記特定対象物が動いているか否かを判定する動き判定手段を備え、前記制御
手段は、前記個数一致判定手段で一致したと判定されるとともに、前記動き判定手段で前
記特定対象物が動いていないと判定された後に前記撮影信号を出力することが好ましい。
【００１５】
　さらに、本発明の撮影装置は、被写体像を光電変換して画像データを順次に取得する撮
像手段を備え、撮影信号の入力に応じて、前記撮影信号が入力されたときに取得した前記
画像データを記録媒体に記録する撮影装置において、前記画像データに基づいて、前記被
写体像に含まれる特定対象物を検出する対象物検出手段と；前記特定対象物の増減数を設
定する増減数設定手段と；前記増減数設定手段で設定された増減数をＱ１とし、前記Ｑ１
が設定されたときの前記画像データにおける前記特定対象物の検出個数をＱ２とし、最新
の前記画像データにおける前記特定対象物の検出個数をＱ３としたときに、Ｑ３＝Ｑ１＋
Ｑ２であるか否かを判定する増減数一致判定手段と；前記特定対象物が動いているか否か
を判定する動き判定手段と；前記増減数一致判定手段でＱ３＝Ｑ１＋Ｑ２であると判定さ
れるとともに、前記動き判定手段で前記特定対象物が動いていないと判定された後に前記
撮影信号を出力する制御手段と；を備えたことを特徴とする。
【００１６】
　さらに、本発明の撮影装置は、被写体像を撮像して、該被写体像の画像データを順次に
取得する撮像手段と、撮影信号が入力されたときに前記撮像手段により取得した前記画像
データを記録する記録媒体と、前記画像データに基づいて、前記被写体像に含まれる特定
対象物を検出する対象物検出手段と、前記撮像手段により取得した第１の画像データから
検出された前記特定対象物の数と、前記第１の画像データの直前に取得した第２の画像デ
ータから検出された前記特定対象物の数とが異なるか否かを判定する増減判定手段と、前
記特定対象物が動いているか否かを判定する動き判定手段と、前記増減判定手段により前
記特定対象物の数が異なると判定された場合に、前記動き判定手段により前記特定対象物
の動きが停止していると判定された後に前記撮影信号を出力する制御手段とを備えたこと
を特徴とする。
【００１７】
　さらに、前記制御手段は、前記動き判定手段によって前記特定対象物が動いていないと
判定された後、焦点調整及び露出調整の少なくとも一方を行った後に前記撮影信号を出力
することが好ましい。
【００１８】
　さらに、前記撮影手段は、前記撮影信号が入力される前には、前記撮影画像の入力に応
じて本撮影を行うときと解像度が略同じか、又は本撮影時よりも解像度が低い予備撮影画
像を取得し、前記対象物検出手段は、前記予備撮影画像から前記特定対象物を検出するこ
とが好ましい。
【００１９】
　さらに、本発明の撮影方法は、被写体像を光電変換して画像データを順次に取得し、撮
影信号の入力に応じて、前記撮影信号が入力されたときに取得した前記画像データを記録
媒体に記録する撮影方法において、前記画像データに基づいて、前記被写体像に含まれる
特定対象物を検出する特定対象物検出ステップと、前記特定対象物の個数を設定する個数
設定ステップと、前記特定対象物検出ステップで検出された前記特定対象物の個数と、前
記個数設定ステップで設定された前記特定対象物の個数とが一致したか否かを判定する個
数一致判定ステップと、前記個数一致判定ステップで一致したと判定されたことに応じて
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、前記撮影信号を出力する撮影信号出力ステップとを備えたことを特徴とする。
【００２０】
　また、前記特定対象物は人物の顔であることが好ましい。さらに、前記撮影信号出力ス
テップは、前記個数一致判定ステップで一致したと判定されてから所定時間経過後に前記
撮影信号を出力することが好ましい。
【００２１】
　また、前記撮影信号出力ステップは、前記個数一致判定ステップで一致したと判定され
てから、焦点調整と露出調整との少なくとも一方を行った後に前記撮影信号を出力するこ
とが好ましい。
【００２２】
　さらに、前記特定対象物が動いているか否かを判定する動き判定ステップを備え、前記
撮影信号出力ステップは、前記個数一致判定ステップで一致したと判定されるとともに、
前記動き判定ステップで前記特定対象物が動いていないと判定された後に前記撮影信号を
出力することが好ましい。
【００２３】
　また、本発明の撮影方法は、被写体像を光電変換して画像データを順次に取得し、撮影
信号の入力に応じて、前記撮影信号が入力されたときに取得した前記画像データを記録媒
体に記録する撮影方法において、前記画像データに基づいて、前記被写体像に含まれる特
定対象物を検出する特定対象物検出ステップと、前記特定対象物の増減数を設定する増減
数設定ステップと、前記増減数設定ステップで設定された増減数をＱ１とし、前記Ｑ１が
設定されたときの前記画像データにおける前記特定対象物の検出個数をＱ２とし、最新の
前記画像データにおける前記特定対象物の検出個数をＱ３としたときに、Ｑ３＝Ｑ１＋Ｑ
２であるか否かを判定する増減数一致判定ステップと、前記特定対象物が動いているか否
かを判定する動き判定ステップと、前記増減数一致判定ステップでＱ３＝Ｑ１＋Ｑ２であ
ると判定されるとともに、前記動き判定ステップで前記特定対象物が動いていないと判定
された後に前記撮影信号を出力する撮影信号出力ステップとを備えたことを特徴とする。
【００２４】
　さらに、本発明の撮影方法は、被写体像を光電変換して画像データを順次に取得し、撮
影信号の入力に応じて、前記撮影信号が入力されたときに取得した前記画像データを記録
媒体に記録する撮影方法において、前記画像データに基づいて、前記被写体像に含まれる
特定対象物を検出する特定対象物検出ステップと、第１の画像データから検出された前記
特定対象物の数と、前記第１の画像データの直前に取得した第２の画像データから検出さ
れた前記特定対象物の数とが異なるか否かを判定する増減判定ステップと、前記増減判定
ステップにおいて前記特定対象物の数が異なると判定された場合に、前記特定対象物の動
きが停止していると判定された後に前記撮影信号を出力する撮影信号出力ステップとを備
えたことを特徴とする。
【００２５】
　さらに、前記撮影信号出力ステップでは、前記特定対象物が動いていないと判定された
後、焦点調整及び露出調整の少なくとも一方を行った後に前記撮影信号を出力することが
好ましい。
【００２６】
　さらに、本発明の撮影方法は、前記撮影信号が入力される前には、前記撮影画像の入力
に応じて本撮影を行うときと解像度が略同じか、又は本撮影時よりも解像度が低い予備撮
影画像を取得する予備画像取得ステップを更に備え、前記特定対象物検出ステップでは、
前記予備撮影画像から前記特定対象物を検出することが好ましい。
【発明の効果】
【００２７】
　本発明の撮影装置によれば、特定対象物の個数を設定し、検出した特定対象物の個数と
、設定された特定対象物の個数とが一致したことに応じて、画像データを記録媒体に記録
するための撮影信号を出力するから、特定対象物の個数を適切に設定しておくことにより
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、撮影者が遅れて撮影範囲内に入る撮影を行う場合にも、撮影者自身が検出されるまでは
撮影は行われず、撮影者が検出されてからのみ撮影が行われるようにすることができる。
これにより、セルフタイマ撮影における、撮影者が急いで撮影範囲内に入る必要がある、
撮影者が撮影範囲内に入る前に撮影が行われてしまう等の問題を解消することができる。
【００２８】
　また、検出した特定対象物の個数と、設定された特定対象物の個数とが一致したと判定
されてから所定時間経過後に撮影信号を出力するから、撮影者が遅れて撮影範囲内に入る
撮影を行う場合にも、撮影者は、撮影範囲内に入った後に静止する時間を得ることができ
、静止する前に撮影したときに発生する失敗撮影（人物の顔がブレて撮影される等）を防
止することができる。
【００２９】
　さらに、本発明の撮影装置によれば、特定対象物の増減数Ｑ１を設定し、最新の画像デ
ータにおける特定対象物の検出個数Ｑ３が、増減数Ｑ１を設定したときの画像データにお
ける特定対象物の検出個数Ｑ２に増減数Ｑ１を加算した個数となったときに、画像データ
を記録媒体に記録するための撮影信号を出力するから、特定対象物が多く、その個数を把
握することが難しい場合にも、増減数Ｑ１を適切に設定しておくことにより、撮影者が遅
れて撮影範囲内に入る撮影を行う場合にも、撮影者自身が検出されるまでは撮影は行われ
ず、撮影者が検出されてからのみ撮影が行われるようにすることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３０】
　図１に示すように、デジタルカメラ１０は、画像生成系１１、制御系１２、画像表示系
１３、ビデオトランスファー回路１４、圧縮・伸長回路１５、フレームメモリ１６、顔検
出部（対象物検出手段）１７を備えた電気的構成となっている。また、デジタルカメラ１
０には、焦点算出部２１、輝度算出部２２、人数一致判定部（個数一致判定手段）２３が
設けられている。
【００３１】
　画像生成系１１は、撮影レンズ３１、ＣＣＤ（撮像手段）３２、相関二重サンプリング
回路（ＣＤＳ）３３、Ａ／Ｄ変換器３４、カラープロセス回路３５、ＴＧ（タイミングジ
ェネレータ）３６、ドライバ３７を備えて構成されている。外部からの被写体光は、撮影
レンズ３１を透過してＣＣＤ３２に入射する。ＣＣＤ３２は、被写体像を光電変換して画
像データを順次に取得し、取得した画像データをＣＤＳ３３に出力する。ＣＣＤ３２には
、ＣＰＵ４１によって制御されるＴＧ３６からドライバ３７を介してタイミング信号（ク
ロック信号）が入力される。
【００３２】
　ＣＣＤ３２から出力された画像データは、ＣＤＳ３３で、ＣＣＤ３２の各セルの蓄積電
荷量に正確に対応したＲ、Ｇ、Ｂの画像データとして出力される。ＣＤＳ３３から出力さ
れた画像データは、増幅器（図示せず）で増幅され、Ａ／Ｄ変換器３４でデジタルデータ
に変換される。
【００３３】
　カラープロセス回路３５は、Ａ／Ｄ変換器３４から出力された画像データに対して、画
像処理として、例えば、オフセット補正処理、ホワイトバランス処理、カラーマトリクス
処理、階調変換処理、デモザイク処理、及び輪郭強調処理等を施す。カラープロセス回路
３５は、各種画像処理を施した画像データを、ビデオトランスファー回路１４に出力する
。
【００３４】
　ビデオトランスファー回路１４は、圧縮・伸長回路１５、フレームメモリ１６に接続さ
れている。圧縮・伸長回路１５は、画像データに対して圧縮処理及び伸張処理を施す。
【００３５】
　フレームメモリ１６は、ＬＣＤ５１をビューファインダとして使用する際（予備撮影時
）に、フレーム単位の簡易画像データが一時的に記録され、フレームメモリ１６に記録し
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た簡易画像データは順次、ＬＣＤ５１に表示される。また、デジタルカメラ１０には、撮
影時に撮像された高解像度の画像データを記録するためのＲＡＭ（記録媒体）３９が設け
られている。
【００３６】
　制御系１２は、ＣＰＵ（制御手段）４１と、操作部４２とを備えて構成されている。操
作部４２は、レリーズボタン４３と、モード切換ボタン４４とを備えている。レリーズボ
タン４３は、半押し操作された時にＯＮにされるスイッチＳ１と、全押し操作された時に
ＯＮにされるスイッチＳ２とを有している。ＣＰＵ４１は、スイッチＳ１からＯＮ信号を
取得した時に、撮影準備処理（ＡＦ（自動焦点調整）制御処理、ＡＥ（自動露出調整）制
御処理）を行う。また、スイッチＳ２からＯＮ信号を取得した場合、ＣＰＵ４１は、各部
を制御して本撮影処理を行う（撮影を開始させる）。また、操作部４２には、レリーズボ
タン４３及びモード切換ボタン４４の他に、撮影画像をズームする拡大ズームボタン及び
縮小ズームボタン、ＲＡＭ３９に記録したデータを再生するための再生ボタン、ＬＣＤ５
１に表示する画像を切り換える表示切換ボタン、各種設定を行うためのメニューキー等が
設けられている。なお、撮影準備処理としては、ＡＦ制御処理、ＡＥ制御処理に限らず、
自動色調調節（以下、ＡＷＢと称する）制御処理等を行うようにしてもよい。
【００３７】
　デジタルカメラ１０には、レリーズボタン４３を操作して撮影を行う通常撮影モード、
レリーズボタン４３を操作せずに撮影を行う自動撮影モード、記録した画像をＬＣＤ５１
に再生表示する再生モードが設けられており、モード切換ボタン４４を操作することによ
り、モードが切り換わる。自動撮影モードは、撮影者自身を撮影するとき等に用いられ、
自動撮影モード時には、デジタルカメラ１０を三脚等に固定して撮影を行う。
【００３８】
　本撮影処理を行うとき（通常撮影モードにおいてレリーズボタン４３が全押しされたと
き、及び、自動撮影モードにおいて撮影準備処理が終了したとき）には、ＣＰＵ４１は、
画像生成系１１、ビデオトランスファー回路１４及び圧縮・伸長回路１５に撮影信号を出
力する。撮影信号が入力されると、画像生成系１１は、高解像度の画像データをビデオト
ランスファー回路１４に出力し、ビデオトランスファー回路１４は、高解像度の画像デー
タを圧縮・伸長回路１５に出力する。圧縮・伸長回路１５は、高解像度の画像データに圧
縮処理を施し、圧縮処理された高解像度の画像データは、メモリコントローラ（図示せず
）によって駆動制御されるデータリーダによりＲＡＭ（記録媒体）３９に記録される。な
お、ＲＡＭ３９に代えて、メモリカード等の着脱自在に装填される記録媒体に画像データ
を記録してもよく、さらには、両方に記録してもよい。
【００３９】
　画像表示系１３は、ＬＣＤ５１、デジタルビデオエンコーダ５２、タッチパネル５３、
タッチパネルＩ／Ｆ５４を備えて構成されている。ＬＣＤ５１をビューファインダとして
使用するとき（予備撮影時）には、フレームメモリ１６に記録された解像度の低い画像デ
ータ（以下、簡易画像データと称する）が、データバス５５、デジタルビデオエンコーダ
５２を介してＬＣＤ５１に表示される。
【００４０】
　タッチパネル５３は、ＬＣＤ５１の後面に設けられている。タッチパネル５３は、タッ
チパネルＩ／Ｆ５４を介してＣＰＵ４１に接続されている。デジタルカメラ１０が自動撮
影モードに切り換えられると、図２（Ａ）に示すように、ＣＰＵ４１は、自動撮影モード
で撮影を行わせるために必要となる撮影対象人数（特定対象物の個数）を設定するための
撮影対象人数設定画面６０を、ＬＣＤ５１に表示するとともに、タッチパネルＩ／Ｆ５４
を有効化する。撮影対象人数設定画面６０には、「撮影対象人数を設定して下さい」とい
う設定コメント画像６１が表示され、設定コメント画像６１の下方には、撮影対象人数を
設定するための「０」～「９」までの数字画像６２と、数字画像６２に指で触れる（以下
、タッチすると称する）ことにより設定した撮影対象人数を有効化するための「設定ＯＫ
」という設定ＯＫ画像６３と、設定人数画像６４とが表示される。数字画像６２をタッチ
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する前は、設定人数画像６４として「００」が表示される。
【００４１】
　撮影者が、ＬＣＤ５１に表示された数字画像６２にタッチすると、タッチされたタッチ
パネル５３の部分に対応したタッチ信号を、タッチパネルＩ／Ｆ５４はＣＰＵ４１に出力
する。例えば、撮影対象人数として「１２」を設定する場合には、先ず、数字画像６２の
「１」にタッチする。数字画像６２の「１」にタッチすると、図２（Ｂ）に示すように、
タッチパネルＩ／Ｆ５４は、「１」に対応したタッチ信号をＣＰＵ４１に出力し、ＣＰＵ
４１は、設定人数画像６４として「０１」を表示させる。次に、数字画像６２の「２」に
タッチする。数字画像６２の「２」にタッチすると、図２（Ｃ）に示すように、タッチパ
ネルＩ／Ｆ５４は、「２」に対応したタッチ信号をＣＰＵ４１に出力し、ＣＰＵ４１は、
設定人数画像６４として「１２」を表示させる。撮影者は、設定人数画像６４として表示
された人数を確認しながら、撮影対象人数を設定することができる。
【００４２】
　そして、撮影者が、設定ＯＫ画像６３にタッチすると、タッチパネルＩ／Ｆ５４は、「
設定ＯＫ」に対応したタッチ信号をＣＰＵ４１に出力し、ＣＰＵ４１は、設定人数（撮影
対象人数）として「１２」をフレームメモリ１６に記録するとともに、撮影対象人数設定
画面６０の表示を停止し、ＬＣＤ５１に簡易画像データを表示させる。詳しくは後述する
ように、人数一致判定部２３は、フレームメモリ１６に記録した設定人数と、顔検出部１
７で顔が検出された検出人数とが一致しているか否かを判定する。本実施形態では、人物
の顔（特定対象物）の個数を設定する個数設定手段は、ＣＰＵ４１、ＬＣＤ５１、タッチ
パネル５３、タッチパネルＩ／Ｆ５４を備えて構成される。
【００４３】
　図１に示すように、顔検出部１７は、通常撮影モードにおいてレリーズボタン４３が半
押し操作されたとき、及び自動撮影モード時には、画像データ内の特定対象物としての人
物の顔を検出する。顔検出部１７には、フレームメモリ１６に記録した簡易画像データが
入力される。顔検出部１７は、入力された簡易画像データに基づいて、目、鼻、口等の特
徴点をパターン認識することによって、顔を検出する。なお、顔検出方法としては、例え
ば、前述した各特徴点をベクトル化して、特徴点ベクトルを近似検出して顔検出を行う特
徴点ベクトル近似法や、エッジ検出または形状パターン検出による顔検出方法や、色相検
出または肌色検出による顔領域検出法等の公知の方法（例えば、特開２００５－２８６９
４０号公報に記載の方法）を利用することができる。また、本実施形態では、顔検出部１
７は、２０個までの顔を検出可能に設けられている。なお、顔検出可能な個数は適宜変更
可能である。
【００４４】
　顔検出部１７による顔検出結果は、ＡＦ制御や、ＡＥ制御や、ＡＷＢ制御等に用いられ
る。また、顔検出結果をＡＦ制御、ＡＥ制御、ＡＷＢ制御の補正などに用いることもがで
きる。
【００４５】
　顔検出部１７は、顔を検出するとともに、自動撮影モードのときには、顔を検出した人
物の人数を算出し、検出人数として人数一致判定部２３に出力する。
【００４６】
　人数一致判定部２３は、フレームメモリ１６に記録した設定人数と、顔検出部１７から
入力された検出人数とが一致しているか否かを判定する。人数一致判定部２３は、一致し
ていると判定したときには、ＣＰＵ４１に人数一致信号を出力する。ＣＰＵ４１は、人数
一致信号が入力されたことに応じて、撮影準備処理（ＡＦ制御処理、ＡＥ制御処理）を行
うように制御し、撮影準備処理が終了したことに応じて、画像生成系１１、ビデオトラン
スファー回路１４及び圧縮・伸長回路１５に撮影信号を出力する。
【００４７】
　また、顔検出部１７が、顔の領域を示す情報（例えば、顔を囲む枠）をＣＰＵ４１に出
力しても良い。この場合、これらの情報は、画像記録や画像表示に利用される。例えば、
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ＬＣＤ５１に簡易画像データを表示してビューファインダとして使用するときに、被写体
の顔部分を囲む枠を重ねて表示することによって、撮影者が被写体の顔が検出されている
ことを認識することができる。
【００４８】
　焦点算出部２１は、レリーズボタン４３が半押し制御されたとき、及び、自動撮影モー
ド時に人数一致判定部２３で一致が判定されたときに、フレームメモリ１６に記録された
簡易画像データに基づいて、公知の算出方法により被写体の顔の焦点位置を算出する。
【００４９】
　輝度算出部２２は、レリーズボタン４３が半押し制御されたとき、及び、自動撮影モー
ド時に人数一致判定部２３で一致が判定されたときに、フレームメモリ１６に記録された
簡易画像データに基づいて、公知の算出方法により被写体の顔の輝度を算出する。
【００５０】
　デジタルカメラ１０では、撮影者によってレリーズボタン４３が全押し操作されたとき
、及び、自動撮影モードで顔検出人数と設定人数とが一致したときに、本撮影処理が行わ
れる。ＣＰＵ４１は、各算出部２１，２２の算出結果に応じて、被写体の顔に焦点及び露
出を合わせる撮影準備処理（ＡＦ制御処理、ＡＥ制御処理）を行った後に、撮影（本撮影
）を行うように、デジタルカメラ１０の各部を制御する。
【００５１】
　図３（Ａ）に示すように、自動撮影モードで撮影対象人数を設定すると、ＬＣＤ５１に
は、簡易画像データが表示される。撮影者が、撮影対象人数を設定として「１２」を設定
しているときには、顔検出部１７が画像データ内に１１人の人物の顔を検出している状態
では、撮影準備処理は行われない。
【００５２】
　図３（Ｂ）に示すように、撮影者が被写体として撮影範囲内に加わると、顔検出部１７
が画像データ内に１２人の人物の顔を検出する。これにより、人数一致判定部２３は、フ
レームメモリ１６に記録した設定人数（「１２」）と、顔検出部１７から入力された検出
人数（１２）とが一致していると判定し、ＣＰＵ４１に人数一致信号を出力する。ＣＰＵ
４１は、人数一致信号が入力されたことに応じて、撮影準備処理を行い、撮影準備処理が
終了した後、本撮影処理を行うように制御する。
【００５３】
　上記のように構成されたデジタルカメラ１０の作用について、図４のフローチャートを
用いて説明を行う。デジタルカメラ１０で自動撮影を行う場合には、自動撮影モードにす
る（ステップ（以下、Ｓ）１でＹ）。自動撮影モードにすると、ＣＰＵ４１は、ＬＣＤ５
１に撮影対象人数設定画面６０を表示し、撮影者は、撮影対象の人数を設定する（Ｓ２）
。設定人数は、フレームメモリ１６に記憶される。次に、予備撮影として、簡易画像デー
タをフレームメモリ１６に記録するとともに、ＬＣＤ５１に表示する（Ｓ３）。顔検出部
１７は、簡易画像データ内の人物の顔を検出するとともに、顔を検出した人物の人数を算
出し、検出人数として人数一致判定部２３に出力する（Ｓ４）。
【００５４】
　人数一致判定部２３は、フレームメモリ１６に記録した設定人数と、顔検出部１７から
入力された検出人数とが一致しているか否かを判定する（Ｓ５）。人数一致判定部２３は
、一致していると判定したとき（Ｓ５でＹ）には、ＣＰＵ４１に人数一致信号を出力し、
ＣＰＵ４１は、人数一致信号が入力されたことに応じて、撮影準備処理（ＡＦ制御処理、
ＡＥ制御処理）を行い（Ｓ６）、撮影準備処理が終了した後、本撮影処理を行うように制
御する（Ｓ７）。
【００５５】
　一方、人数一致判定部２３で、一致していないと判定されたとき（Ｓ５でＮ）には、再
度、上記Ｓ３、Ｓ４及びＳ５が行われる。すなわち、人数一致判定部２３で、一致してい
ると判定される（Ｓ５でＹ）まで、Ｓ３～Ｓ５が行われる。
【００５６】
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　このように、自動撮影モードでは、撮影者が設定した設定人数と、顔検出部１７で検出
した検出人数とが一致したことに応じてのみ撮影を行うから、設定人数を、その時点での
検出人数よりも１人多い人数で設定することにより、撮影者が撮影範囲内に入らない限り
は、上記一致されることがなく、撮影は行われない。これにより、セルフタイマ撮影での
失敗例となる、撮影者が撮影範囲内に入る前に撮影が行われてしまうということがない。
さらに、セルフタイマ撮影のように時間を気にすることなく、撮影者はゆっくりと撮影範
囲内に入ることができる。
【００５７】
　また、設定人数と検出人数とが一致していると判定したときには、撮影準備処理（ＡＦ
制御処理、ＡＥ制御処理）を行った後、本撮影処理を行うように制御するから、遅れて撮
影範囲内に入った撮影者に対しても、撮影準備処理（ＡＦ制御処理、ＡＥ制御処理）を行
うことができ、撮影者を検出した後すぐに本撮影処理を行うものに比べて、最適な条件で
撮影を行うことができる。
【００５８】
　なお、上記実施形態では、人数一致判定部２３で、設定人数と検出人数とが一致してい
ると判定したときには、撮影準備処理（ＡＦ制御処理、ＡＥ制御処理）を行った後、本撮
影処理を行うようにしたが、撮影準備処理を行わずに、本撮影処理を行うようにしてもよ
い。この場合にも、遅れて撮影範囲内に入った撮影者の顔を検出するまでは、本撮影処理
は行われないため、動いている顔は、顔検出されないように設定されていれば、撮影者が
所定の位置に到達するまで（撮影者が動いている間）は、本撮影処理は行われない。これ
により、静止する前に撮影したときに発生する失敗撮影（人物の顔がブレて撮影される等
）を防止することができる。
【００５９】
　また、上記実施形態では、タッチパネル５３、タッチパネルＩ／Ｆ５４を用いて、撮影
対象人数を設定するようにしたが、操作部４２に設けたメニューキー等により設定するよ
うにしてもよい。
【００６０】
　さらに、上記実施形態では、人数一致判定部２３で、フレームメモリ１６に記録した設
定人数と、顔検出部１７から入力された検出人数とが一致していると判定したときには、
ＣＰＵ４１は、撮影準備処理（ＡＦ制御処理、ＡＥ制御処理）を行った後、本撮影処理を
行うように制御したが、図５に示すような制御を行うようにしてもよい。この実施形態で
は、Ｓ１～Ｓ５は、図１～図４に示す実施形態と同様なステップであり、人数一致判定部
２３で、一致していると判定されたとき（Ｓ５でＹ）には、ＣＰＵ４１は、所定時間（例
えば、５秒）経過した否かを判定する（Ｓ６）。そして、５秒経過したと判定した場合（
Ｓ６でＹ）には、ＣＰＵ４１は、本撮影処理を行うように制御する（Ｓ７）。これにより
、撮影者は、撮影範囲内に入った後に静止する時間を得ることができ、静止する前に撮影
したときに発生する失敗撮影（人物の顔がブレて撮影される等）を防止することができる
。なお、上記秒数は適宜変更可能である。
【００６１】
　図６、図７及び図８に他の実施形態を示す。図１～図４に示す実施形態のものと同様の
構成部材には同一の符号を付し、その詳細な説明を簡略化する。この実施形態では、図６
に示すように、デジタルカメラ１０には、移動領域検出部７０が設けられている。
【００６２】
　移動領域検出部７０には、データバス５５を介してフレームメモリ１６に記録された簡
易画像データが入力される。図７に示すように、移動領域検出部７０は、ＬＣＤ５１に表
示された簡易画像データを複数のブロックに分割し、複数のブロックのうち動きのあるブ
ロックを移動領域ＭＡとして検出する。
【００６３】
　移動領域検出部７０による検出は、例えば、動きベクトルＶを検出するベクトル検出方
法、フレーム（簡易画像データ）間の相関をとるフレーム差分検出方式、動きがほとんど
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ない背景に対して動きのある領域を特定する背景差分検出方式により行われる。例えば、
動きベクトル検出方式により検出する場合には、フレームメモリ１６から連続した複数の
簡易画像データを移動領域検出部７０に入力し、移動領域検出部７０は、複数の簡易画像
データの変化を、例えば輝度レベルの変化により検出し、この検出結果に基づいて動きベ
クトルＶを検出する。このとき、移動領域検出部７０は、動きベクトルＶが、予め設定し
た設定値以上であるブロックを移動領域ＭＡとして検出する。ＣＰＵ４１は、移動領域検
出部７０で移動領域ＭＡが検出されているか否かを判定し、移動領域ＭＡが検出されてい
るときには、移動領域ＭＡ内で顔を検出しているか否かを判定する。本実施形態では、人
物の顔（特定対象物）が動いているか否かを判定する動き判定手段は、ＣＰＵ４１、移動
領域検出部７０を備えて構成されている。
【００６４】
　図８に示すように、自動撮影モードにする（Ｓ１でＹ）と、ＣＰＵ４１は、ＬＣＤ５１
に撮影対象人数設定画面６０を表示し、撮影者は、撮影対象の人数を設定する（Ｓ２）。
撮影対象人数を設定すると、予備撮影として、簡易画像データをフレームメモリ１６に記
録するとともに、ＬＣＤ５１に表示する（Ｓ３）。次に、移動領域検出部７０は、移動領
域ＭＡを検出し（Ｓ４）、顔検出部１７は、簡易画像データ内の人物の顔を検出するとと
もに、顔を検出した人物の人数を算出し、検出人数として人数一致判定部２３に出力する
（Ｓ５）。
【００６５】
　人数一致判定部２３は、フレームメモリ１６に記録した設定人数と、顔検出部１７から
入力された検出人数とが一致しているか否かを判定する（Ｓ６）。人数一致判定部２３で
一致していると判定されたとき（Ｓ６でＹ）には、ＣＰＵ４１は、移動領域検出部７０で
移動領域ＭＡが検出されているか否かを判定し（Ｓ７）、移動領域ＭＡが検出されている
とき（Ｓ７でＹ）には、移動領域ＭＡ内で顔を検出しているか否かを判定する（Ｓ８）。
【００６６】
　移動領域ＭＡ内で顔を検出しているとき（Ｓ８でＹ）には、ＣＰＵ４１は、顔を検出し
た移動領域ＭＡの動きが停止したか否かを判定する（Ｓ９）。顔を検出した移動領域ＭＡ
の動きが停止したと判定されたとき（Ｓ９でＹ）には、ＣＰＵ４１は、撮影準備処理（Ａ
Ｆ制御処理、ＡＥ制御処理）を行い（Ｓ１０）、撮影準備処理が終了した後、本撮影処理
を行うように制御する（Ｓ１１）。
【００６７】
　一方、移動領域ＭＡが検出されていないとき（Ｓ７でＮ）及び移動領域ＭＡ内で顔を検
出していないとき（Ｓ８でＮ）には、ＣＰＵ４１は、所定時間（例えば、５秒）経過した
否かを判定する（Ｓ１２）。そして、５秒経過したと判定した場合（Ｓ１２でＹ）には、
ＣＰＵ４１は、撮影準備処理（ＡＦ制御処理、ＡＥ制御処理）を行い（Ｓ１０）、撮影準
備処理が終了した後、本撮影処理を行うように制御する（Ｓ１１）。
【００６８】
　このように、被写体としての人物の顔が動いているか否かを判定し、人物の顔が動いて
いないときにのみ撮影を行うから、人物の顔が動いている状態で撮影を行ったことに起因
する失敗撮影（人物の顔がブレて撮影される等）が発生することがない。
【００６９】
　また、移動領域ＭＡ内で顔を検出していないときには、５秒経過後に撮影準備処理及び
本撮影処理を行うから、顔を検出していない移動領域ＭＡ（例えば、屋外で撮影するとき
に風で揺れている木の葉を検出した領域等）の停止を待つことなく、撮影を行うことがで
きる。
【００７０】
　図９及び図１０に他の実施形態を示す。図６～図８に示す実施形態のものと同様の構成
部材には同一の符号を付し、その詳細な説明を簡略化する。この実施形態では、デジタル
カメラ１０が自動撮影モードに切り換えられると、顔検出部１７は、簡易画像データ内の
人物の顔を検出するとともに、顔を検出した人物の人数を算出し、検出人数としてフレー
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ムメモリ１６に記録する。
【００７１】
　そして、図９（Ａ）に示すように、ＣＰＵ４１は、ＬＣＤ５１に撮影対象人数の増減数
Ｑ１を設定するための増減数設定画面８０を表示するとともに、タッチパネルＩ／Ｆ５４
を有効化する。また、このときにも、顔検出部１７は、簡易画像データ内の人物の顔を検
出して、顔を検出した人物の人数を算出しており、随時、検出人数をフレームメモリ１６
に記録している。増減数設定画面８０には、その時点で、顔検出部１７で検出された初期
検出人数Ｑ２（例えば、１５人）を示す初期検出人数画像８１、「撮影対象人数の増減数
を設定して下さい」という設定コメント画像８２、増減数Ｑ１を設定するための「０」～
「９」までの数字及び「＋」「－」の数字画像８３と、数字画像８３をタッチして設定し
た増減数Ｑ１を有効化するための「設定ＯＫ」という設定ＯＫ画像８４と、設定人数画像
８５とが表示される。数字画像８３をタッチする前は、設定人数画像８５として「±００
」が表示される。なお、増減数Ｑ１を設定している間にも、顔検出部１７は、人物の顔を
検出しており、初期検出人数画像８１に表示される初期検出人数Ｑ２の数値は、随時更新
されるものである。
【００７２】
　撮影者が、ＬＣＤ５１に表示された数字画像８３にタッチすると、タッチされたタッチ
パネル５３の部分に対応したタッチ信号を、タッチパネルＩ／Ｆ５４はＣＰＵ４１に出力
する。例えば、増減数Ｑ１として「＋１」を設定する場合には、先ず、数字画像８３の「
＋」にタッチし、次に、数字画像６２の「１」にタッチする。数字画像６２の「＋」、「
１」の順にタッチすると、図９（Ｂ）に示すように、ＣＰＵ４１は、設定人数画像８５と
して「＋０１」を表示させる。撮影者は、設定人数画像８５として表示された人数を確認
しながら、増減数Ｑ１を設定することができる。本実施形態では、人物の顔（特定対象物
）の増減数を設定する増減数設定手段は、ＣＰＵ４１、ＬＣＤ５１、タッチパネル５３、
タッチパネルＩ／Ｆ５４を備えて構成される。
【００７３】
　そして、撮影者が、設定ＯＫ画像８４にタッチすると、ＣＰＵ４１は、増減数Ｑ１とし
て「＋１」をフレームメモリ１６に記録するとともに、増減数設定画面８０の表示を停止
し、ＬＣＤ５１に簡易画像データを表示させる。そして、顔検出部１７は、再度、最新の
簡易画像データ内の人物の顔を検出して、顔を検出した人物の人数を算出し、最新検出人
数Ｑ３として人数一致判定部２３に出力する。人数一致判定部２３は、最新検出人数Ｑ３
＝増減数Ｑ１＋初期検出人数Ｑ２であるか否かを判定する。本実施形態では、人数一致判
定部２３は、最新検出人数Ｑ３＝増減数Ｑ１＋初期検出人数Ｑ２であるか否かを判定する
増減数一致判定手段として機能する。
【００７４】
　図１０に示すように、自動撮影モードにする（Ｓ１でＹ）と、予備撮影として、簡易画
像データをフレームメモリ１６に記録するとともに、ＬＣＤ５１に表示する（Ｓ２）。顔
検出部１７は、簡易画像データ内の人物の顔を検出し（Ｓ３）、ＣＰＵ４１は、ＬＣＤ５
１に増減数設定画面８０を表示して、初期検出人数Ｑ２（例えば、１５）を表示する（Ｓ
４）。
【００７５】
　撮影者が、撮影対象人数の増減数Ｑ１を設定する（Ｓ５）と、再度、予備撮影として、
簡易画像データをフレームメモリ１６に記録するとともに、ＬＣＤ５１に表示する（Ｓ６
）。次に、移動領域検出部７０は、移動領域ＭＡを検出し（Ｓ７）、顔検出部１７は、最
新の簡易画像データ内の人物の顔を検出するとともに、顔を検出した人物の人数を最新検
出人数として算出し、最新検出人数Ｑ３を人数一致判定部２３に出力する（Ｓ８）。
【００７６】
　人数一致判定部２３は、人数一致判定部２３は、最新検出人数Ｑ３＝増減数Ｑ１＋初期
検出人数Ｑ２であるか否かを判定する（Ｓ９）。人数一致判定部２３で、最新検出人数Ｑ
３＝増減数Ｑ１＋初期検出人数Ｑ２であると判定されたとき（Ｓ９でＹ）には、ＣＰＵ４
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１は、移動領域検出部７０で移動領域ＭＡが検出されているか否かを判定し（Ｓ１０）、
移動領域ＭＡが検出されているとき（Ｓ１０でＹ）には、移動領域ＭＡ内で顔を検出して
いるか否かを判定する（Ｓ１１）。
【００７７】
　移動領域ＭＡ内で顔を検出しているとき（Ｓ１１でＹ）には、ＣＰＵ４１は、顔を検出
した移動領域ＭＡの動きが停止したか否かを判定する（Ｓ１２）。顔を検出した移動領域
ＭＡの動きが停止したと判定されたとき（Ｓ１２でＹ）には、ＣＰＵ４１は、撮影準備処
理（ＡＦ制御処理、ＡＥ制御処理）を行い（Ｓ１３）、撮影準備処理が終了した後、本撮
影処理を行うように制御する（Ｓ１４）。
【００７８】
　一方、移動領域ＭＡが検出されていないとき（Ｓ１０でＮ）及び移動領域ＭＡ内で顔を
検出していないとき（Ｓ１１でＮ）には、ＣＰＵ４１は、所定時間（例えば、５秒）経過
した否かを判定する（Ｓ１５）。そして、５秒経過したと判定した場合（Ｓ１５でＹ）に
は、ＣＰＵ４１は、撮影準備処理（ＡＦ制御処理、ＡＥ制御処理）を行い（Ｓ１３）、撮
影準備処理が終了した後、本撮影処理を行うように制御する（Ｓ１４）。
【００７９】
　このように、自動撮影モード時には、増減数Ｑ１を設定し、最新の画像データにおける
最新検出人数Ｑ３が、増減数Ｑ１を設定したときの画像データにおける初期検出人数Ｑ２
に増減数Ｑ１を加算した人数となったときにのみ撮影を行うから、撮影対象人数が多く、
その人数を把握することが難しい場合にも、増減数Ｑ１を適切に設定しておくことにより
、撮影者が遅れて撮影範囲内に入る撮影を行う場合にも、撮影者自身が検出されるまでは
撮影は行われず、撮影者が検出されてからのみ撮影が行われるようにすることができる。
【００８０】
　なお、増減数Ｑ１を設定せずに、初期検出人数Ｑ２から検出人数が増加し、且つ、顔を
検出した移動領域ＭＡの動きが停止したと判定されたことに応じて撮影を行うようにして
もよい。
【００８１】
　図１１は、撮影処理の他の実施例を示すフローチャートである。
【００８２】
　まず、デジタルカメラ１０のモードが自動撮影モードに切り替えられると、予備撮影が
行われて、簡易画像データがフレームメモリ１６に記録される（ステップＳ１０）。そし
て、顔検出部１７によって簡易画像データ内の人物の顔が検出される（ステップＳ１２）
。
【００８３】
　次に、予備撮影が再度行われる（ステップＳ１４）。そして、移動領域検出部７０によ
って、ステップＳ１０において取得した簡易画像データと、ステップＳ１４において取得
した簡易画像データとが比較され、移動領域ＭＡが検出される（ステップＳ１６）。また
、顔検出部１７により、ステップＳ１４において取得した簡易画像データ内の人物の顔が
検出される（ステップＳ１６）。
【００８４】
　次に、人数一致判定部２３において、ステップＳ１０において取得した簡易画像データ
から検出された顔の数と、ステップＳ１４において取得した簡易画像データから検出され
た顔の数とが異なるか否か（１フレーム前に比べて変化したか否か）判定される（ステッ
プＳ１８）。ステップＳ１０において取得した簡易画像データから検出された顔の数と、
ステップＳ１４において取得した簡易画像データから検出された顔の数とが異なる場合（
ステップＳ１８のＹ）には、次いで移動領域ＭＡ内の顔検出が行われる。
【００８５】
　次に、移動領域ＭＡ内で人物の顔が検出された場合には（ステップＳ２０のＹ）、顔を
含む移動領域ＭＡの動きが停止するまで（ステップＳ２２）、予備撮影（ステップＳ２４
）、移動領域ＭＡの検出及び顔の検出（ステップＳ２６）、移動領域ＭＡ内の顔の検出（
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ステップＳ２０）が繰り返される。そして、顔を含む移動領域ＭＡの動きが停止すると（
ステップＳ２２のＹ）、顔に合わせた撮影準備処理（ＡＦ制御処理、ＡＥ制御処理）が実
施され（ステップＳ２８）、撮影準備処理の終了後、本撮影処理が実行される（ステップ
Ｓ３０）。
【００８６】
　一方、移動領域ＭＡ内で人物の顔が検出されなかった場合には（ステップＳ２０のＮ）
、所定時間（例えば、５秒）が経過するまで（ステップＳ３２）、予備撮影（ステップＳ
３４）、移動領域ＭＡの検出及び顔の検出（ステップＳ３６）、移動領域ＭＡ内の顔の検
出（ステップＳ２０）が繰り返される。そして、所定時間が経過すると（ステップＳ３２
のＹ）、顔に合わせた撮影準備処理（ＡＦ制御処理、ＡＥ制御処理）が実施され（ステッ
プＳ２８）、撮影準備処理の終了後、本撮影処理が実行される（ステップＳ３０）。
【００８７】
　図１１の実施形態によれば、例えば、撮影対象の人物（例えば、デジタルカメラ１０を
操作する撮影者）が遅れて撮影範囲内に入る撮影を行う場合にも、撮影対象の人物の動き
が停止したことが検出されるまでは撮影は行われない。これにより、撮影対象の人物が揃
ったことが検出された後に撮影が行われるようにすることができる。
【００８８】
　また、上記実施形態では、特定対象物として人物の顔を検出したが、これに限定される
ことなく、適宜変更可能であり、例えば、犬や猫等の動物の顔等を検出するようにしても
よい。
【００８９】
　さらに、上記実施形態では、画像データをＲＡＭ３９に記録したが、これに限定される
ことなく、フィルムに記録してもよい。
【００９０】
　また、上記実施形態では、デジタルカメラ１０に、通常撮影モード、自動撮影モード及
び再生モードを設けたが、少なくとも自動撮影モードが設けられたデジタルカメラであれ
ば、本発明は実施可能である。
【００９１】
　なお、上記の各実施形態では、ＬＣＤ５１にビューファインダ表示を行うための簡易画
像データ（いわゆるライブビュー画像（スルー画））から人物の顔を検出するようにした
が、例えば、予備撮影時画像として、本撮影と略同じ解像度（フル画素）の画像を取得し
て、このフル画素の画像データから人物の顔を検出するようにしてもよい。
【図面の簡単な説明】
【００９２】
【図１】本発明を実施したデジタルカメラの電気的構成を示すブロック図である。
【図２】ＬＣＤに表示した撮影対象人数設定画面を示す説明図である。
【図３】ＬＣＤに表示した簡易画像データを示す説明図である。
【図４】自動撮影モードで撮影したときの処理の流れを示すフローチャートである。
【図５】検出人数と設定人数とが一致してから５秒経過後に撮影を行う実施形態の撮影処
理の流れを示すフローチャートである。
【図６】移動領域検出部を設けた実施形態のデジタルカメラの電気的構成を示すブロック
図である。
【図７】図６に示す実施形態のＬＣＤに表示した簡易画像データを示す説明図である。
【図８】図６に示す実施形態の撮影処理の流れを示すフローチャートである。
【図９】初期検出人数からの増減数を設定する実施形態のＬＣＤに表示した増減数設定画
面を示す説明図である。
【図１０】図９に示す実施形態の撮影処理の流れを示すフローチャートである。
【図１１】図６に示す実施形態の撮影処理の流れの他の例を示すフローチャートである。
【符号の説明】
【００９３】
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　１０　デジタルカメラ
　１６　フレームメモリ
　１７　顔検出部（対象物検出手段）
　２３　人数一致判定部（個数一致判定手段）
　３２　ＣＣＤ（撮像手段）
　４１　ＣＰＵ（制御手段）
　５１　ＬＣＤ
　５３　タッチパネル
　５４　タッチパネルＩ／Ｆ
　７０　移動領域検出部

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】
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