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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被写体を撮像し，被写体像を表す画像データを出力する撮像手段，人物撮像モードの設
定手段，および上記設定手段による人物撮像モードの設定に応じて，上記撮像手段から出
力される画像データについて人物撮像に適した処理を行う画像処理手段を備えたディジタ
ル・カメラにおいて，
　上記撮像手段から出力される画像データによって表される被写体像の一部の領域内の画
像と顔のテンプレート画像との相関値を算出する相関値算出手段，
　上記相関値算出手段によって算出された相関値がしきい値以上かどうかにもとづいて上
記領域内の画像が顔の画像であるかどうかを判定する判定手段，ならびに
　上記判定手段により人物撮像モードが設定されたことに応じて上記判定手段において用
いられるしきい値を，人物撮像モードが設定されていないときと比べて高くするように上
記判定手段を制御する制御手段，
　を備えたディジタル・カメラ。
【請求項２】
　被写体を撮像し，被写体像を表す画像データを出力する撮像手段，人物撮像モードの設
定手段，および上記設定手段による人物撮像モードの設定に応じて，上記撮像手段から出
力される画像データについて人物撮像に適した処理を行う画像処理手段を備えたディジタ
ル・カメラにおいて，
　上記撮像手段から出力される画像データによって表される被写体像の一部の領域内の画
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像と顔のテンプレート画像との相関値を算出する相関値算出手段，
　上記相関値算出手段によって算出された相関値がしきい値以上かどうかにもとづいて上
記被写体像中に顔の画像が含まれているかどうかを判定する判定手段，ならびに
　上記判定手段により人物撮像モードが設定されている場合に，上記判定手段によって被
写体像中に顔の画像が含まれていないと判定されたことに応じて，人物撮像モードが設定
されていることをユーザに知らせる手段，
　を備えたディジタル・カメラ。
【請求項３】
　被写体を撮像し，被写体像を表す画像データを出力する撮像手段，人物撮像モードの設
定手段，および上記設定手段による人物撮像モードの設定に応じて，上記撮像手段から出
力される画像データについて人物撮像に適した処理を行う画像処理手段を備えたディジタ
ル・カメラにおいて，
　上記撮像手段から出力される画像データによって表される被写体像の一部の領域内の画
像と顔のテンプレート画像との相関値を算出し，
　人物撮像モードが設定されたことに応じて，算出された相関値と比較されるべきしきい
値を，人物撮像モードが設定されていないときと比べて高くし，
　算出された相関値が上記しきい値以上かどうかにもとづいて上記領域内の画像が顔の画
像であるかどうかを判定する，
　ディジタル・カメラの制御方法。
【請求項４】
　被写体を撮像し，被写体像を表す画像データを出力する撮像手段，人物撮像モードの設
定手段，および上記設定手段による人物撮像モードの設定に応じて，上記撮像手段から出
力される画像データについて人物撮像に適した処理を行う画像処理手段を備えたディジタ
ル・カメラにおいて，
　上記撮像手段から出力される画像データによって表される被写体像の一部の領域内の画
像と顔のテンプレート画像との相関値を算出し，
　算出された相関値がしきい値以上かどうかにもとづいて上記被写体像中に顔の画像が含
まれているかどうかを判定し，
　人物撮像モードが設定されている場合に，被写体像中に顔の画像が含まれていないと判
定されたことに応じて人物撮像モードが設定されていることをユーザに知らせる，
　ディジタル・カメラの制御方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【技術分野】
この発明は，ディジタル・カメラ（ディジタル・スチル・カメラ，ディジタル・ムービ・
ビデオ・カメラ，携帯型情報装置にカメラの機能を持たせたものを含む）およびその制御
方法に関する。
【０００２】
【発明の背景】
ディジタル・カメラを用いて人物撮影が行われる場合には，顔の部分にピントを合わせる
ことが多い。撮影範囲の中心に顔があれば，ピントをあわせやすいが，必ずしも顔が撮影
範囲の中心にあるとは限らない。このために，被写体像（画像）の中から顔の画像を検出
することが必要となることがある。たとえば，被写体像の中から顔の色に相当する部分を
抽出し，エッジ抽出を行い，その後テンプレートを用いてマッチング処理を行うものがあ
る（特許文献１参照）。
【０００３】
【特許文献１】
特開平８－63597号公報
【０００４】
しかしながら，顔の画像の抽出処理の精度は必ずしも高くない。
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【０００５】
また，ディジタル・カメラにおいては人物撮像モードを設定できるものがある。人物撮像
モードが設定された場合には，たとえば，ストロボ撮影時における赤目を防止するために
プリ発光など，人物撮像に特有な処理が行われることがある。被写体の中に人物がいない
にも関わらず，人物撮像モードが設定されていると，不自然な画像が得られしまうことが
ある。
【０００６】
さらに，風景撮像モードなどが設定できるディジタル・カメラにおいて，風景撮像モード
が設定されている場合にまで顔の画像を検出するのは無駄である。
【０００７】
【発明の開示】
この発明は，比較的精度よく顔の画像を抽出することを目的とする。
【０００８】
また，この発明は，自然な画像を撮像できるようにすることを目的とする。
【０００９】
さらに，この発明は，無駄な処理をなくすことを目的とする。
【００１０】
第１の発明は，被写体を撮像し，被写体像を表す画像データを出力する撮像手段，人物撮
像モードの設定手段，および上記設定手段による人物撮像モードの設定に応じて，上記撮
像手段から出力される画像データについて人物撮像に適した処理を行う画像処理手段を備
えたディジタル・カメラにおいて，上記撮像手段から出力される画像データによって表さ
れる被写体像の一部の領域内の画像と顔のテンプレート画像との相関値を算出する相関値
算出手段，上記相関値算出手段によって算出された相関値がしきい値以上かどうかにもと
づいて上記領域内の画像が顔の画像であるかどうかを判定する判定手段，ならびに上記判
定手段により人物撮像モードが設定されたことに応じて上記判定手段において用いられる
しきい値を，人物撮像モードが設定されていないときと比べて高くするように上記判定手
段を制御する制御手段を備えていることを特徴とする。
【００１１】
第１の発明は，上記ディジタル・カメラに適した制御方法も提供している。すなわち，こ
の方法は，被写体を撮像し，被写体像を表す画像データを出力する撮像手段，人物撮像モ
ードの設定手段，および上記設定手段による人物撮像モードの設定に応じて，上記撮像手
段から出力される画像データについて人物撮像に適した処理を行う画像処理手段を備えた
ディジタル・カメラにおいて，上記撮像手段から出力される画像データによって表される
被写体像の一部の領域内の画像と顔のテンプレート画像との相関値を算出し，人物撮像モ
ードが設定されたことに応じて，算出された相関値を比較されるべきしきい値を，人物撮
像モードが設定されていないときと比べて高くし，算出された相関値がしきい値以上かど
うかにもとづいて上記領域内の画像が顔の画像であるかどうかを判定するものである。
【００１２】
第１の発明によると，上記撮像手段から出力される画像データによって表される被写体像
の一部の領域内の画像と顔のテンプレート画像との相関値が算出される。算出された相関
値がしきい値以上かどうかにもとづいて領域内の画像が顔の画像かどうかが判定される。
人物モードが設定されている場合には，被写体の中に人物が含まれている場合が多いので
，判定処理に用いられるしきい値を，人物撮像モードが設定されていない場合と比べて高
くする。
【００１３】
被写体の中に顔が含まれていると考えられるときには，しきい値が高くされるので，比較
的正確に（厳密に）顔の画像を検出できる。顔の画像の誤検出を未然に防止できる。
【００１４】
第２の発明は，被写体を撮像し，被写体像を表す画像データを出力する撮像手段，人物撮
像モードの設定手段，および上記設定手段による人物撮像モードの設定に応じて，上記撮
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像手段から出力される画像データについて人物撮像に適した処理を行う画像処理手段を備
えたディジタル・カメラにおいて，上記撮像手段から出力される画像データによって表さ
れる被写体像の一部の領域内の画像と顔のテンプレート画像との相関値を算出する相関値
算出手段，上記相関値算出手段によって算出された相関値がしきい値以上かどうかにもと
づいて上記被写体像中に顔の画像が含まれているかどうかを判定する判定手段，ならびに
上記判定手段により人物撮像モードが設定されている場合に，上記判定手段によって被写
体像中に顔の画像が含まれていないと判定されたことに応じて警告する警告手段を備えて
いることを特徴とする。
【００１５】
第２の発明は，上記ディジタル・カメラに適した制御方法も提供している。すなわち，こ
の方法は，被写体を撮像し，被写体像を表す画像データを出力する撮像手段，人物撮像モ
ードの設定手段，および上記設定手段による人物撮像モードの設定に応じて，上記撮像手
段から出力される画像データについて人物撮像に適した処理を行う画像処理手段を備えた
ディジタル・カメラにおいて，上記撮像手段から出力される画像データによって表される
被写体像の一部の領域内の画像と顔のテンプレート画像との相関値を算出し，算出された
相関値がしきい値以上かどうかにもとづいて上記被写体像中に顔の画像が含まれているか
どうかを判定し，人物撮像モードが設定されている場合に，被写体像中に顔の画像が含ま
れていないと判定されたことに応じて警告するものである。
【００１６】
第２の発明によると，撮像によって得られた被写体像中に顔の画像が含まれているかどう
かが判定される。人物撮像モードが設定されている場合において，顔の画像が含まれてい
ないと判定されると，警告が行われる。
【００１７】
人物撮像モードが設定されると，人物撮像に適した画像処理が行われるが，被写体像中に
人物がいない場合に人物撮像に適した画像処理が行われると，不自然な画像が得られてし
まう。このために，人物撮像モードが設定されている場合において，被写体像中に顔の画
像が含まれていない，すなわち，被写体の中に人物が含まれていないと判定されると，警
告が行われる。被写体に人物が含まれていないことが確認されると，人物撮像モードは解
除されることとなろう。自然な画像が得られることとなる。
【００１８】
第３の発明は，被写体を撮像し，被写体像を表す画像データを出力する撮像手段，人物撮
像モードの設定手段，および上記設定手段による人物撮像モードの設定に応じて，上記撮
像手段から出力される画像データについて人物撮像に適した処理を行う画像処理手段を備
えたディジタル・カメラにおいて，上記撮像手段から出力される画像データによって表さ
れる被写体像の一部の領域内の画像中に顔の画像が含まれているかどうかを判定する判定
手段，ならびに上記判定手段により人物撮像モードが設定されていないことに応じて上記
判定手段における判定処理を停止する制御手段を備えていることを特徴とする。
【００１９】
第３の発明は，上記ディジタル・カメラに適した制御方法も提供している。すなわち，こ
の方法は，被写体を撮像し，被写体像を表す画像データを出力する撮像手段，人物撮像モ
ードの設定手段，および上記設定手段による人物撮像モードの設定に応じて，上記撮像手
段から出力される画像データについて人物撮像に適した処理を行う画像処理手段を備えた
ディジタル・カメラにおいて，上記撮像手段から出力される画像データによって表される
被写体像の一部の領域内の画像中に顔の画像が含まれているかどうかを判定し，人物撮像
モードが設定されていないことに応じて上記判定処理を停止するものである。
【００２０】
第３の発明によると，人物撮像モードが設定されていない場合（たとえば，夜景モードが
設定されている場合，風景モードが設定されている場合など）には，被写体像中に顔の画
像が含まれているかどうかの判定処理が停止させられる。人物撮像モードが設定されてい
ない場合は，被写体に人物が含まれていない場合が多い。すなわち，撮像によって得られ
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る被写体像中に顔の画像が含まれていない場合が多い。このために，被写体像の中から顔
の画像を検出する処理を行っても無駄となることが多い。第３の発明によると，人物撮像
モードが設定されていない場合には，顔の画像を検出するための判定処理が行われないの
で，無駄な処理が行われてしまうことを未然に防止できる。
【００２１】
【実施例の説明】
図１は，この発明の実施例を示すもので，ディジタル・スチル・カメラの電気的構成を示
すブロック図である。
【００２２】
この実施例によるディジタル・スチル・カメラにおいては，撮像によって得られた被写体
像中の顔画像のエリアがテンプレート画像を用いて検出される。検出されたエリア内の顔
画像が適正な明るさとなるように露光調整される。
【００２３】
ディジタル・スチル・カメラの全体の動作は，制御回路20によって統括される。
【００２４】
制御回路20には，互いにバス接続されているＣＰＵ21，ＲＯＭ22およびＲＡＭ23が含まれ
ている。ＲＯＭ22には，テンプレート画像を表す画像データが記憶されている。ＲＡＭ23
は，顔検出に利用される画像データ，その他の画像データを記憶するものである。
【００２５】
ディジタル・スチル・カメラには，二段ストローク・タイプのシャッタ・レリーズ・ボタ
ン，モード設定ダイアルなどを含む操作器15が含まれている。モード設定ダイアルによっ
て設定可能なモードには，撮像モード，再生モードなどがある。撮像モードには，人物撮
像モード，風景撮像モードおよび夜景撮像モードがある。これらの人物撮像モード，風景
撮像モードまたは夜景撮像モードの設定は，表示画面にそれぞれのモードを表示して，い
ずれかのモードを選択することにより行われる。もっとも，ダイアル等を用いて，人物撮
像モード，風景撮像モードまたは夜景撮像モードを設定できるようにしてもよい。操作器
15から出力される操作信号は，制御回路20に入力する。
【００２６】
レンズ駆動回路11によってズーム・レンズ１のズーム位置が制御される。また，絞り駆動
回路12によって絞り２の開口が制御される。ズーム・レンズ１によって被写体像を表す光
線が集光され，絞り２を通ってＣＣＤのような撮像素子３に入射する。撮像素子３の受光
面上に被写体像を表す光像が結像する。
【００２７】
撮像素子制御回路13によって撮像素子３が制御され，被写体像を表す映像信号が撮像素子
３から出力される。映像信号は，アナログ信号処理回路４において相関二重サンプリング
等のアナログ信号処理が行われる。アナログ信号処理回路４から出力された映像信号は，
アナログ／ディジタル変換回路４においてディジタル画像データに変換され，制御回路20
およびディジタル信号処理回路６に入力する。ディジタル信号処理回路６において，ガン
マ補正，白バランス調整などのディジタル信号処理が行われる。
【００２８】
人物撮像モードが設定されている場合には，ディジタル信号処理回路６において，撮像に
よって得られた被写体像の肌の色がきれいになるように人物撮像に適した色調整処理等が
行われる。この実施例においては，人物撮像モードが設定されている場合に，被写体像の
中に顔の画像が含まれていないと判定されたときには，警告が行われる。ユーザは，警告
があったことにより人物撮像モードが間違って設定されていることを知り，人物撮像モー
ドを解除できる。これにより，被写体像中に人物の画像がない場合に，人物撮像に適した
色調整処理等が行われることにより不自然な画像となってしまうことを未然に防止できる
。
【００２９】
ディジタル信号処理回路６から出力された画像データは，メモリ７を介して表示装置10に
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与えられる。表示装置10の表示画面上に被写体像が表示される。
【００３０】
シャッタ・レリーズ・ボタンの第一段階の押下が行われると，ディジタル信号処理回路６
から出力される画像データは，顔検出処理回路14にも入力する。顔検出回路14において，
入力した画像データによって表される被写体像中における顔画像のエリアが検出される。
被写体像中におけるエリアを表す信号は，制御回路20に与えられる。制御回路20によって
，アナログ／ディジタル変換回路４から与えられた画像データによって表される被写体像
中における顔画像のエリアが適正な明るさとなるように，絞り駆動回路12が制御される。
【００３１】
シャッタ・レリーズ・ボタンの第二段階の押下が行われると，上述したのと同様に，被写
体が再び撮像され，被写体像を表す画像データが得られる。画像データは，ディジタル信
号処理回路６からメモリ７に与えられ，一時的に記憶される。画像データは，メモリ７か
ら読み出され，記録制御回路８によってメモリ・カード９に記録される。必要に応じてデ
ータ圧縮が行われるのはいうまでもない。
【００３２】
人物撮像モードが設定されている場合には，被写体の中に人物が含まれていると想定でき
る。このために，この実施例においては，後述するように，人物撮像モードが設定されて
いる場合には，顔の画像検出に用いられるしきい値は人物撮像モードが設定されていない
場合と比べて高く設定される。顔の画像の誤検出を未然に防止でき，比較的正確に顔の画
像を検出することができる。
【００３３】
さらに，この実施例においては，人物撮像モード以外の風景撮像モードまたは夜景撮像モ
ードが設定されている場合には，顔の画像の検出処理が停止させられる。風景撮像モード
または夜景撮像モードが設定されている場合には，被写体の中に人物は含まれていないと
考えられる。このために，顔の画像の検出処理は停止させられる。無駄な処理を省略でき
る。
【００３４】
図２は，テンプレート画像の一例である。
【００３５】
テンプレート画像30は，顔の画像を検出すべき被写体像との相関値を検出するためのもの
である。テンプレート画像30が被写体像上をスキャンしながら，それぞれの位置における
相関値が検出される。検出された相関値としきい値とが比較される。係数値がしきい値以
上となったときのサーチ・ウインドウ36の位置が被写体像中における顔の画像の位置と判
定される。
【００３６】
図３は，顔画像を検出する被写体像とサーチ・ウインドウとの関係を示している。
【００３７】
上述のようにして，顔画像を検出すべき被写体像35が得られると，サーチ・ウインドウ36
が規定される。サーチ・ウインドウ36は，矩形の形状であり，その大きさは，テンプレー
ト画像30の大きさと同じである。
【００３８】
サーチ・ウインドウ36内の画像とテンプレート画像30との正規化相互相関係数ｒが式１を
用いて算出され，その係数値としきい値とが比較される。上述したように，係数値がしき
い値以上となったときのサーチ・ウインドウ36の位置が被写体像中における顔の画像の位
置と判定される。
【００３９】
ｒ＝｛＜Ｔ・Ｉ＞－＜Ｔ＞・＜Ｉ＞｝／｛σ（ｔ）・σ（Ｉ）｝・・・式１
ただし，Ｔはテンプレート画像30，Ｉはサーチ・ウインドウ36内の画像，＜＞は＜および
＞で囲まれたものの平均，σは標準偏差を示す。
【００４０】
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サーチ・ウインドウ36は，被写体像35内を水平方向および垂直方向に少しの距離ずつ移動
させられ，移動後の位置において再び正規化相互相関係数が算出される。サーチ・ウイン
ドウ36の移動が繰り返され，その移動後の位置における正規化相互相関係数算出処理が行
われる。得られた正規化相互相関係数にもとづいて，対象画像中における顔の画像部分が
検出される。
【００４１】
図４は，しきい値設定処理手順を示すフローチャートである。
【００４２】
顔の画像の検出処理が行われる時にしきい値設定処理が行われる。もっとも，モード設定
に応じてしきい値設定処理が行われるようにしてもよい。
【００４３】
しきい値設定処理においては，まず，撮像モードのうち設定されているモードが検出され
る（ステップ41）。
【００４４】
風景撮像モードまたは夜景撮像モードが設定されていると（ステップ42でＹＥＳ），上述
したように，被写体には人物が含まれていないと考えられるので，顔画像の検出処理が行
われないように顔検出処理がオフに設定される（ステップ43）。
【００４５】
風景撮像モードまたは夜景撮像モードのいずれも設定されていない場合には（ステップ42
でＮＯ），顔検出処理はオンに設定される（ステップ44）。
【００４６】
人物撮像モードが設定されている場合には（ステップ45でＹＥＳ），顔の画像検出に用い
られるしきい値は，第１のしきい値Th1に設定される（ステップ46）。人物撮像モードが
設定されていない場合には（ステップ45でＮＯ），しきい値は，第１のしきい値Th1より
も小さな第２のしきい値Th2に設定される（ステップ47）。
【００４７】
人物撮像モードが設定されている場合のしきい値（第１のしきい値Th1）が人物撮像モー
ドが設定されていない場合のしきい値（第２のしきい値Th2）よりも大きいのは，上述し
たように，ユーザによって人物撮像モードが設定されている場合には，被写体内に人物が
存在すると考えられ，より正確に顔の画像位置を検出するためである。
【００４８】
顔検出処理がオンとされると，設定されたしきい値を用いて顔画像の検出処理（サーチ処
理）が行われる。
【００４９】
図５は，サーチ処理手順を示すフローチャートである。
【００５０】
サーチ処理は，上述のように被写体が撮像されることに応じて行われる。
【００５１】
上述したしきい値設定処理と同様に，撮像モードのうち，設定されているモードが検出さ
れる（ステップ51）。
【００５２】
つづいて，サーチ・ウインドウ36が被写体像上をスキャンされ，サーチ処理が行われる（
ステップ52）。このサーチ処理は，次のようにして行われる。まず，テンプレート画像30
とサーチ・ウインドウ36内の画像との正規化相互相関係数が算出される。算出された相互
相関係数としきい値設定処理において設定されたしきい値（第１のしきい値Th1または第
２のしきい値Th2）との比較が行われる。しきい値以上の相互相関係数が得られたときの
サーチ・ウインドウ36の位置が，被写体像中において顔の画像のある位置である。
【００５３】
サーチ処理によって，顔の画像が被写体像中からは検出されないと（ステップ53でＮＯ）
，人物撮像モードが設定されているかどうかが確認される（ステップ54）。人物撮像モー
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ドが設定されていると（ステップ54でＹＥＳ），警告が行われる（ステップ55）。これは
，上述したように，被写体像の中には人物の画像が無いにも関わらず，人物の画像に適し
た処理が行われてしまうことを未然に防止するためである。警告に応じて，ユーザは，人
物撮像モードから他の撮像モード，たとえば，風景撮像モードに設定を変更するだろう。
【００５４】
図６は，人物撮像モードが設定されている場合において，被写体像中に顔の画像が無かっ
た場合の画像の一例である。
【００５５】
表示装置10の表示画面60のほぼ全体に被写体像が表示されている。表示画面60の左上には
，警告マーク61が表示され，表示画面60の下には人物撮像モードが設定されていることを
ユーザに知らせるための文章62が表示されている。ユーザは，警告マーク61または文章62
を見ることにより，被写体内に人物が含まれていないにも関わらず，人物撮像モードが設
定されていることが分かる。上述したように，必要に応じて，他の撮像モードに設定を変
えることができる。
【００５６】
図５に戻って，人物撮像モードが設定されていなければ（ステップ54でＮＯ），ステップ
55の処理はスキップされる。
【００５７】
サーチ処理が行われた結果，被写体像中に顔の画像があった場合には（ステップ53でＹＥ
Ｓ），被写体像のうち検出された顔の位置を示す該当部分が囲まれる（ステップ56）。
【００５８】
図７は，被写体像中に顔の画像があった場合の画像の一例である。
【００５９】
表示画面60には，全体にわたって被写体像が表示されている。
【００６０】
被写体像のうち，見つけられた顔の画像部分が矩形のマーク65によって表示される。ユー
ザは，顔の画像部分を意識して認識できる。上述したように，矩形のマーク65内が適正な
明るさとなるように露光制御をすることもできる。また，矩形のマーク65内が合焦するよ
うに焦点制御することもできる。もっとも，矩形のマーク65は必ずしも表示しなくてもよ
いのはいうまでもない。
【図面の簡単な説明】
【図１】ディジタル・スチル・カメラの電気的構成を示すブロック図である。
【図２】テンプレート画像の一例である。
【図３】被写体像とサーチ・ウインドウとの関係を示している。
【図４】しきい値設定処理手順を示すフローチャートである。
【図５】サーチ処理手順を示すフローチャートである。
【図６】表示画面に表示される被写体像の一例である。
【図７】表示画面に表示される被写体像の一例である。
【符号の説明】
３　撮像素子
６　ディジタル信号処理回路
10　表示装置
14　顔検出処理回路
15　操作器
20　制御回路
21　ＣＰＵ
22　ＲＯＭ
30　テンプレート画像
36　サーチ・ウインドウ
61　警告マーク
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