
JP 4340806 B2 2009.10.7

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　入力画像の中から人物の顔を検出する顔検出手段と、
　前記顔検出手段で検出された人物の顔の大きさが、前記入力画像全体に占める割合を算
出する演算手段と、
　前記演算手段で算出された割合が、あらかじめ設定された基準値を下回った場合に、前
記入力画像の中から前記顔検出手段で検出された人物の顔を所定の大きさで切り取る画像
切取手段と、
　前記画像切取手段で切り取った顔の画像から所定サイズの顔サムネイルを生成する顔サ
ムネイル生成手段と、
　前記入力画像の画像データと前記顔サムネイルの画像データとを含む画像ファイルを生
成する画像ファイル生成手段と、
　前記画像ファイル生成手段で生成された画像ファイルを記憶メディアに記録する手段と
、
　を備えたことを特徴とする画像処理装置。
【請求項２】
　前記顔検出手段で複数の人物の顔が検出された場合、前記画像切取手段は、入力画像の
中心に最も近い人物の顔を所定の大きさで切り取ることを特徴とする請求項１に記載の画
像処理装置。
【請求項３】
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　前記顔検出手段で複数の人物の顔が検出された場合、前記画像切取手段は、前記顔検出
手段で検出された各人物の顔を所定の大きさで切り取り、前記顔サムネイル生成手段は、
前記画像切取手段で切り取った各顔の画像について顔サムネイルを生成し、前記画像ファ
イル生成手段は、生成した複数の顔サムネイルの画像データと前記入力画像の画像データ
とを含む画像ファイルを生成することを特徴とする請求項１に記載の画像処理装置。
【請求項４】
　前記入力画像から所定サイズの全景サムネイルを生成する全景サムネイル生成手段を備
え、前記画像ファイル生成手段は、前記顔サムネイルの画像データと、前記全景サムネイ
ルの画像データと、入力画像の画像データとを含む画像ファイルを生成することを特徴と
する請求項１、２又は３に記載の画像処理装置。
【請求項５】
　画像を取得するステップと、
　取得した画像の中から人物の顔を検出するステップと、
　検出された人物の顔の大きさが、前記取得した画像全体に占める割合を算出するステッ
プと、
　算出された割合が、あらかじめ設定された基準値を下回った場合に、前記取得した画像
の中から前記検出された人物の顔を所定の大きさで切り取るステップと、
　切り取った顔の画像から所定サイズの顔サムネイルを生成するステップと、
　前記取得した画像の画像データと前記顔サムネイルの画像データとを含む画像ファイル
を生成するステップと、
　生成された画像ファイルを記憶メディアに記録するステップと、
　からなることを特徴とする画像処理方法。
【請求項６】
　前記人物の顔を検出するステップで複数の人物の顔が検出された場合、前記人物の顔を
所定の大きさで切り取るステップは、前記取得した画像の中心に最も近い人物の顔を所定
の大きさで切り取ることを特徴とする請求項５に記載の画像処理方法。
【請求項７】
　前記人物の顔を検出するステップで複数の人物の顔が検出された場合、
　前記人物の顔を所定の大きさで切り取るステップは、前記検出された各人物の顔を所定
の大きさで切り取り、
　前記顔サムネイルを作成するステップは、切り取った各顔の画像について顔サムネイル
を生成し、
　前記画像ファイルを生成するステップは、生成した複数の顔サムネイルの画像データと
前記取得した画像の画像データとを含む画像ファイルを生成することを特徴とする請求項
６に記載の画像処理方法。
【請求項８】
　前記取得した画像から所定サイズの全景サムネイルを生成するステップを含み、
　前記画像ファイルを生成するステップは、前記顔サムネイルの画像データと、前記全景
サムネイルの画像データと、前記取得した画像の画像データとを含む画像ファイルを生成
することを特徴とする請求項５、６又は７に記載の画像処理方法。
【請求項９】
　画像を取得するステップと、
　取得した画像の中から人物の顔を検出するステップと、
　検出された人物の顔の大きさが、前記取得した画像全体に占める割合を算出するステッ
プと、
　算出された割合が、あらかじめ設定された基準値を下回った場合に、前記取得した画像
の中から前記検出された人物の顔を所定の大きさで切り取るステップと、
　切り取った顔の画像から所定サイズの顔サムネイルを生成するステップと、
　前記取得した画像の画像データと前記顔サムネイルの画像データとを含む画像ファイル
を生成するステップと、
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　生成された画像ファイルを記憶メディアに記録するステップと、
　をコンピュータに実行させることを特徴とする画像処理プログラム。
【請求項１０】
　前記人物の顔を検出するステップで複数の人物の顔が検出された場合、前記人物の顔を
所定の大きさで切り取るステップは、前記取得した画像の中心に最も近い人物の顔を所定
の大きさで切り取ることを特徴とする請求項９に記載の画像処理プログラム。
【請求項１１】
　前記人物の顔を検出するステップで複数の人物の顔が検出された場合、
　前記人物の顔を所定の大きさで切り取るステップは、前記検出された各人物の顔を所定
の大きさで切り取り、
　前記顔サムネイルを作成するステップは、切り取った各顔の画像について顔サムネイル
を生成し、
　前記画像ファイルを生成するステップは、生成した複数の顔サムネイルの画像データと
前記取得した画像の画像データとを含む画像ファイルを生成することを特徴とする請求項
９に記載の画像処理プログラム。
【請求項１２】
　前記取得した画像から所定サイズの全景サムネイルを生成するステップを含み、
　前記画像ファイルを生成するステップは、前記顔サムネイルの画像データと、前記全景
サムネイルの画像データと、前記取得した画像の画像データとを含む画像ファイルを生成
することを特徴とする請求項９、１０又は１１に記載の画像処理プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は画像処理装置、方法及びプログラムに係り、特にサムネイルの画像データを含
む画像ファイルを処理する画像処理装置、方法及びプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般にデジタルカメラで撮影された画像（静止画）は、所定の付属情報が付加された画
像ファイルとして記録メディアに記録される。この画像ファイルに付加される付属情報に
は、撮影された画像の絞り値やシャッタ速度等の撮影情報の他、撮影された画像を所定サ
イズに縮小したサムネイルの画像データが含まれる。そして、この画像ファイルに付加す
るサムネイルの画像データは、従来、撮影された画像全体を所定サイズに縮小して生成し
ていた（たとえば、特許文献１）。
【特許文献１】特開平１０－２４３２７３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　しかしながら、画像全体を縮小して生成したサムネイルでは、画像全体に対して人物の
顔が小さく写っている場合、誰を写した画像か分からなかったり、表情が確認できなかっ
たりするという欠点があった。
【０００４】
　本発明は、このような事情に鑑みてなされたもので、撮影されている人物の顔を容易に
確認できる画像処理装置、方法及びプログラム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】
【０００５】
　請求項１に係る発明は、前記目的を達成するために、入力画像の中から人物の顔を検出
する顔検出手段と、前記顔検出手段で検出された人物の顔の大きさが、前記入力画像全体
に占める割合を算出する演算手段と、前記演算手段で算出された割合が、あらかじめ設定
された基準値を下回った場合に、前記入力画像の中から前記顔検出手段で検出された人物
の顔を所定の大きさで切り取る画像切取手段と、前記画像切取手段で切り取った顔の画像
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から所定サイズの顔サムネイルを生成する顔サムネイル生成手段と、前記入力画像の画像
データと前記顔サムネイルの画像データとを含む画像ファイルを生成する画像ファイル生
成手段と、前記画像ファイル生成手段で生成された画像ファイルを記憶メディアに記録す
る手段と、を備えたことを特徴とする画像処理装置を提供する。
【０００６】
　本発明によれば、入力画像の中から人物の顔が顔検出手段で検出され、検出された人物
の顔が画像切取手段によって所定の大きさで切り取られる。そして、切り取られた顔の画
像から所定サイズの顔サムネイルが顔サムネイル生成手段によって生成され、生成された
顔サムネイルの画像データと入力画像の画像データとを含む画像ファイルが画像ファイル
生成手段によって生成される。また、本発明によれば、入力画像全体に占める顔の大きさ
の割合が演算手段によって算出され、算出された割合が基準値を下回った場合にのみ顔サ
ムネイル生成手段で顔サムネイルが生成される。すなわち、人物の顔が一定の大きさ以下
で撮影されている場合にのみ顔サムネイルが生成される。
【０００７】
　また、請求項２に係る発明は、前記目的を達成するために、前記顔検出手段で複数の人
物の顔が検出された場合、前記画像切取手段は、入力画像の中心に最も近い人物の顔を所
定の大きさで切り取ることを特徴とする請求項１に記載の画像処理装置を提供する。
【０００８】
　本発明によれば、顔検出手段で複数の人物の顔が検出された場合、入力画像の中心に最
も近い人物の顔が画像切取手段によって切り取られる。
【０００９】
　また、請求項３に係る発明は、前記目的を達成するために、前記顔検出手段で複数の人
物の顔が検出された場合、前記画像切取手段は、前記顔検出手段で検出された各人物の顔
を所定の大きさで切り取り、前記顔サムネイル生成手段は、前記画像切取手段で切り取っ
た各顔の画像について顔サムネイルを生成し、前記画像ファイル生成手段は、生成した複
数の顔サムネイルの画像データと前記入力画像の画像データとを含む画像ファイルを生成
することを特徴とする請求項１に記載の画像処理装置を提供する。
【００１０】
　本発明によれば、顔検出手段で複数の人物の顔が検出された場合、検出された各人物の
顔が画像切取手段で切り取られる。そして、切り取られた各顔の画像について顔サムネイ
ルが生成され、生成された複数の顔サムネイルの画像データと入力画像の画像データとを
含む画像ファイルが画像ファイル生成手段によって生成される。
【００１１】
　また、請求項４に係る発明は、前記目的を達成するために、前記入力画像から所定サイ
ズの全景サムネイルを生成する全景サムネイル生成手段を備え、前記画像ファイル生成手
段は、前記顔サムネイルの画像データと、前記全景サムネイルの画像データと、入力画像
の画像データとを含む画像ファイルを生成することを特徴とする請求項１、２又は３に記
載の画像処理装置を提供する。
【００１２】
　本発明によれば、顔サムネイルとともに全景サムネイルが生成され、生成された顔サム
ネイルの画像データと全景サムネイルの画像データと入力画像の画像データとを含む画像
ファイルが画像ファイル生成手段によって生成される。
【００１３】
　また、請求項５に係る発明は、前記目的を達成するために、画像を取得するステップと
、取得した画像の中から人物の顔を検出するステップと、検出された人物の顔の大きさが
、前記取得した画像全体に占める割合を算出するステップと、算出された割合が、あらか
じめ設定された基準値を下回った場合に、前記取得した画像の中から前記検出された人物
の顔を所定の大きさで切り取るステップと、切り取った顔の画像から所定サイズの顔サム
ネイルを生成するステップと、前記取得した画像の画像データと前記顔サムネイルの画像
データとを含む画像ファイルを生成するステップと、生成された画像ファイルを記憶メデ
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ィアに記録するステップと、からなることを特徴とする画像処理方法を提供する。
　また、請求項６に係る発明は、前記目的を達成するために、前記人物の顔を検出するス
テップで複数の人物の顔が検出された場合、前記人物の顔を所定の大きさで切り取るステ
ップは、前記取得した画像の中心に最も近い人物の顔を所定の大きさで切り取ることを特
徴とする請求項５に記載の画像処理方法を提供する。
　また、請求項７に係る発明は、前記目的を達成するために、前記人物の顔を検出するス
テップで複数の人物の顔が検出された場合、前記人物の顔を所定の大きさで切り取るステ
ップは、前記検出された各人物の顔を所定の大きさで切り取り、前記顔サムネイルを作成
するステップは、切り取った各顔の画像について顔サムネイルを生成し、前記画像ファイ
ルを生成するステップは、生成した複数の顔サムネイルの画像データと前記取得した画像
の画像データとを含む画像ファイルを生成することを特徴とする請求項６に記載の画像処
理方法を提供する。
　また、請求項８に係る発明は、前記目的を達成するために、前記取得した画像から所定
サイズの全景サムネイルを生成するステップを含み、前記画像ファイルを生成するステッ
プは、前記顔サムネイルの画像データと、前記全景サムネイルの画像データと、前記取得
した画像の画像データとを含む画像ファイルを生成することを特徴とする請求項５、６又
は７に記載の画像処理方法を提供する。
　また、請求項９に係る発明は、前記目的を達成するために、画像を取得するステップと
、取得した画像の中から人物の顔を検出するステップと、検出された人物の顔の大きさが
、前記取得した画像全体に占める割合を算出するステップと、算出された割合が、あらか
じめ設定された基準値を下回った場合に、前記取得した画像の中から前記検出された人物
の顔を所定の大きさで切り取るステップと、切り取った顔の画像から所定サイズの顔サム
ネイルを生成するステップと、前記取得した画像の画像データと前記顔サムネイルの画像
データとを含む画像ファイルを生成するステップと、生成された画像ファイルを記憶メデ
ィアに記録するステップと、をコンピュータに実行させることを特徴とする画像処理プロ
グラムを提供する。
　また、請求項１０に係る発明は、前記目的を達成するために、前記人物の顔を検出する
ステップで複数の人物の顔が検出された場合、前記人物の顔を所定の大きさで切り取るス
テップは、前記取得した画像の中心に最も近い人物の顔を所定の大きさで切り取ることを
特徴とする請求項９に記載の画像処理プログラムを提供する。
　また、請求項１１に係る発明は、前記目的を達成するために、前記人物の顔を検出する
ステップで複数の人物の顔が検出された場合、前記人物の顔を所定の大きさで切り取るス
テップは、前記検出された各人物の顔を所定の大きさで切り取り、前記顔サムネイルを作
成するステップは、切り取った各顔の画像について顔サムネイルを生成し、前記画像ファ
イルを生成するステップは、生成した複数の顔サムネイルの画像データと前記取得した画
像の画像データとを含む画像ファイルを生成することを特徴とする請求項９に記載の画像
処理プログラムを提供する。
　また、請求項１２に係る発明は、前記目的を達成するために、前記取得した画像から所
定サイズの全景サムネイルを生成するステップを含み、前記画像ファイルを生成するステ
ップは、前記顔サムネイルの画像データと、前記全景サムネイルの画像データと、前記取
得した画像の画像データとを含む画像ファイルを生成することを特徴とする請求項９、１
０又は１１に記載の画像処理プログラムを提供する。
【発明の効果】
【００２１】
　本発明に係る画像処理装置、方法及びプログラムによれば、撮影されている人物の顔を
容易に確認することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２２】
　以下、添付図面に従って本発明に係る画像処理装置、方法及びプログラムを実施するた
めの最良の形態について説明する。
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【００２３】
　図１は、本発明が適用されたデジタルカメラの構成を示す正面斜視図である。同図に示
すように、デジタルカメラ１０のカメラボディ１２は、横長の四角い箱状に形成されてお
り、その正面には、レンズ１４、ストロボ１６、ファインダ窓１８、セルフタイマランプ
２０、ＡＦ補助光ランプ２２、ストロボ調光センサ２４等が設けられている。また、カメ
ラボディ１２の上面にはシャッターボタン２６、電源／モードスイッチ２８、モードダイ
ヤル３０等が設けられている。
【００２４】
　図２は、図１に示したデジタルカメラ１０の背面図であり、同図に示すように、カメラ
ボディ１２の背面には、モニタ３２、ファインダ接眼部３４、スピーカ３６、ズームボタ
ン３８、十字ボタン４０、ＭＥＮＵ／ＯＫボタン４２、ＤＩＳＰボタン４４、ＢＡＣＫボ
タン４６等が設けられている。
【００２５】
　なお、図示しないカメラボディ１２の下面には、開閉自在なカバーを介してバッテリ挿
入部及びメモリカードスロットが設けられており、このバッテリ挿入部とメモリカードス
ロットにバッテリとメモリカードが装填される。
【００２６】
　レンズ１４は、沈胴式のズームレンズで構成されており、電源／モードスイッチ２８に
よってカメラのモードを撮影モードに設定することにより、カメラボディ１２から繰り出
される。
【００２７】
　シャッターボタン２６は、いわゆる「半押し」と「全押し」とからなる２段ストローク
式のスイッチで構成されている。デジタルカメラ１０は、このシャッターボタン２６が「
半押し」されることにより、ＡＥ／ＡＦが作動し、「全押し」されることにより、撮影を
実行する。
【００２８】
　電源／モードスイッチ２８は、デジタルカメラ１０の電源をＯＮ／ＯＦＦする電源スイ
ッチとしての機能と、デジタルカメラ１０のモードを設定するモードスイッチとしての機
能とを併せ持っており、「ＯＦＦ位置」と「再生位置」と「撮影位置」との間をスライド
自在に設けられている。デジタルカメラ１０は、電源／モードスイッチ２８をスライドさ
せて、「再生位置」又は「撮影位置」に合わせることにより、電源がＯＮになり、「ＯＦ
Ｆ位置」に合わせることにより、電源がＯＦＦになる。そして、電源／モードスイッチ２
８をスライドさせて、「再生位置」に合わせることにより、「再生モード」に設定され、
「撮影位置」に合わせることにより、「撮影モード」に設定される。
【００２９】
　モードダイヤル３０は、デジタルカメラ１０の撮影モードを設定する撮影モード設定手
段として機能し、このモードダイヤルの設定位置により、デジタルカメラ１０の撮影モー
ドが「オート撮影モード」、「動画撮影モード」、「人物撮影モード」、「スポーツ撮影
モード」、「風景撮影モード」、「夜景撮影モード」、「プログラム撮影モード」、「絞
り優先撮影モード」、「シャッタースピード優先撮影モード」、「マニュアル撮影モード
」等に設定される。
【００３０】
　モニタ３２は、カラー表示が可能な液晶ディスプレイで構成されている。このモニタ３
２は、再生モード時に記録済み画像画像を表示するための画像表示パネルとして利用され
るとともに、各種設定操作を行なう際のユーザインターフェース表示パネルとして利用さ
れる。また、撮影モード時には、必要に応じてスルー画像が表示されて、画角確認用の電
子ファインダとして利用される。
【００３１】
　ズームボタン３８は、ズームを指示するズーム指示手段として機能し、望遠側へのズー
ムを指示するズームテレボタン３８Ｔと、広角側へのズームを指示するズームワイドボタ
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ン３８Ｗとからなる。デジタルカメラ１０は、撮影モード時に、このズームテレボタン３
８Ｔとズームワイドボタン３８Ｗとが操作されることにより、レンズ１４の焦点距離が変
化する。また、再生モード時に、このズームテレボタン３８Ｔとズームワイドボタン３８
Ｗとが操作されることにより、再生中の画像が拡大、縮小する。
【００３２】
　十字ボタン４０は、上下左右４方向の指示を入力する方向指示手段として機能し、たと
えば、メニュー画面でメニュー項目の選択などに使用される。
【００３３】
　ＭＥＮＵ／ＯＫボタン４２は、各モードの通常画面からメニュー画面への遷移を指示す
るボタン（ＭＥＮＵボタン）として機能するととともに、選択内容の確定、処理の実行等
を指示するボタン（ＯＫボタン）として機能する。
【００３４】
　ＤＩＳＰボタン４４は、モニタ３２の表示切り替えを指示するボタンとして機能し、撮
影中、このＤＩＳＰボタン４４が押されると、モニタ３２の表示が、ＯＮ→フレーミング
ガイド表示→ＯＦＦに切り替えられる。また、再生中、このＤＩＳＰボタン４４が押され
ると、通常再生→文字表示なし再生→マルチ再生に切り替えられる。
【００３５】
　ＢＡＣＫボタン４６は、入力操作のキャンセルや一つ前の操作状態に戻すことを指示す
るボタンとして機能する。
【００３６】
　図３は、デジタルカメラの電気的構成を示すブロック図である。デジタルカメラ１０は
、全体の動作を中央処理装置（ＣＰＵ）１１０によって統括制御されている。ＣＰＵ１１
０は、操作部１１２（シャッターボタン２６、電源／モードスイッチ２８、モードダイヤ
ル３０、ズームボタン３８、十字ボタン４０、ＭＥＮＵ／ＯＫボタン４２、ＤＩＳＰボタ
ン４４、ＢＡＣＫボタン４６等）から入力される操作信号に基き所定の制御プログラムに
従ってデジタルカメラ１０の全体を統括制御する。
【００３７】
　バス１１４を介してＣＰＵ１１０と接続されたＲＯＭ１１６には、このＣＰＵ１１０が
実行する制御プログラム及び制御に必要な各種データ等が格納されており、ＥＥＰＲＯＭ
１１８には、ユーザが設定したユーザ設定情報等のデジタルカメラ１０の動作に関する各
種設定情報等が格納されている。また、メモリ（ＳＤＲＡＭ）１２０は、ＣＰＵ１１０の
演算作業用領域として利用されるとともに、画像データ等の一時記憶領域として利用され
、ＶＲＡＭ１２２は、画像データ専用の一時記憶領域として利用される。
【００３８】
　上記のように、デジタルカメラ１０は、電源／モードスイッチ２８を撮影位置に合わせ
ることにより、撮影モードに設定され、レンズ１４が繰り出されて、撮影可能な状態にな
る。
【００３９】
　この撮影モードの下、レンズ１４を通過した被写体光は、絞り１５を介してＣＣＤ１２
４の受光面に結像される。ＣＣＤ１２４の受光面には、多数のフォトダイオードが二次元
的に配列されており、その上方には赤（Ｒ）、緑（Ｇ）、青（Ｂ）のカラーフィルタが所
定の配列構造（ベイヤ、Ｇストライプなど）で配列されている。レンズ１４を通過した被
写体光は、カラーフィルタを介してフォトダイオードに受光され、入射光量に応じた量の
信号電荷に変換される。
【００４０】
　各フォトダイオードに蓄積された信号電荷は、タイミングジェネレータ（ＴＧ）１２６
から与えられる駆動パルスに基づいて信号電荷に応じた電圧信号（画像信号）として順次
読み出され、アナログ処理部（ＣＤＳ／ＡＭＰ）１２８に加えられる。
【００４１】
　アナログ処理部１２８は、入力された画素ごとのＲ、Ｇ、Ｂ信号をサンプリングホール
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ド（相関二重サンプリング処理）するとともに、増幅し、Ａ／Ｄ変換器１３０に出力する
。Ａ／Ｄ変換器１３０は、アナログ処理部１２８から出力されたアナログのＲ、Ｇ、Ｂ信
号をデジタルのＲ、Ｇ、Ｂ信号に変換して出力し、このＡ／Ｄ変換器１３０から出力され
たデジタルのＲ、Ｇ、Ｂ信号が、画像入力制御部１３２を介してメモリ１２０に取り込ま
れる。
【００４２】
　画像信号処理部１３４は、メモリ１２０に取り込まれたＲ、Ｇ、Ｂ信号をＣＰＵ１１０
からの指令に従って信号処理し、輝度データ及び色差データからなる画像データを生成す
る。また、画像信号処理部１３４は、生成した画像データをＣＰＵ１１０からの指令に従
ってトリミング処理し、また、所定サイズにリサイズ処理する。
【００４３】
　撮影画像をモニタ３２に出力する場合は、画像信号処理部１３４で生成された画像デー
タが一旦ＶＲＡＭ１２２に格納され、ＶＲＡＭ１２２からビデオエンコーダ１３６に送ら
れる。ビデオエンコーダ１３６は、入力された画像データを表示用の信号形式（たとえば
ＮＴＳＣ方式のカラー複合映像信号）に変換し、モニタ３２に出力する。これにより、Ｃ
ＣＤ１２４で撮像された画像がモニタ３２に表示される。
【００４４】
　ＣＣＤ１２４から画像信号を定期的に取り込み、その画像信号から生成される画像デー
タによってＶＲＡＭ１２２内のデータを定期的に書き換え、ビデオエンコーダ１３６を介
してモニタ３２に出力することにより、ＣＣＤ１２４で撮像される画像がリアルタイムに
表示される。撮影者は、このモニタ３２にリアルタイムに表示される画像（スルー画像）
を見ることにより、撮影画角を確認することができる。
【００４５】
　なお、ＶＲＡＭ１２２からビデオエンコーダ１３６に加えられる画像データは、必要に
応じて合成処理部１３８に加えられ、所定の文字や図形等と合成されたのち、ビデオエン
コーダ１３６に加えられる。これにより、所要の撮影情報等がスルー画像に重ねられて表
示される。
【００４６】
　撮影はシャッターボタン２６の押下によって行なわれる。シャッターボタン２６が半押
しされると、Ｓ１オン信号がＣＰＵ１１０に入力される。ＣＰＵ１１０は、このＳ１ＯＮ
信号の入力に応動してＡＥ／ＡＦ処理を実施する。
【００４７】
　まず、画像入力制御部１３２を介してＣＣＤ１２４から取り込まれた画像信号がＡＦ検
出部１４０並びにＡＥ／ＡＷＢ検出部１４２に入力される。
【００４８】
　ＡＥ／ＡＷＢ検出部１４２は、１画面を複数のエリア（例えば、１６×１６）に分割し
、分割エリアごとにＲ、Ｇ、Ｂ信号を積算する回路を含み、その積算値をＣＰＵ１１０に
提供する。ＣＰＵ１１０は、ＡＥ／ＡＷＢ検出部１４２から得た積算値に基づいて被写体
の明るさ（被写体輝度）を検出し、撮影に適した露出値（撮影ＥＶ値）を算出する。そし
て、求めた撮影ＥＶ値と所定のプログラム線図から絞り値とシャッタースピードを決定し
、これに従いＣＣＤ１２４の電子シャッターと絞り駆動部１４４を制御して適正な露光量
を得る。
【００４９】
　また、ＡＥ／ＡＷＢ検出部１４２は、自動ホワイトバランス調整時、分割エリアごとに
Ｒ、Ｇ、Ｂ信号の色別の平均積算値を算出し、その算出結果をＣＰＵ１１０に提供する。
ＣＰＵ１１０は、得られたＲの積算値、Ｂの積算値、Ｇの積算値から各分割エリアごとに
Ｒ／Ｇ及びＢ／Ｇの比を求め、求めたＲ／Ｇ、Ｂ／Ｇの値のＲ／Ｇ、Ｂ／Ｇの色空間にお
ける分布等に基づいて光源種判別を行う。そして、判別された光源種に適したホワイトバ
ランス調整値に従って、たとえば、各比の値がおよそ１（つまり、１画面においてＲＧＢ
の積算比率がＲ：Ｇ：Ｂ≒１：１：１）になるように、ホワイトバランス調整回路のＲ、
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Ｇ、Ｂ信号に対するゲイン値（ホワイトバランス補正値）を制御し、各色チャンネルの信
号に補正をかける。
【００５０】
　ＡＦ検出部１４０は、Ｇ信号の高周波成分のみを通過させるハイパスフィルタ、絶対値
化処理部、所定のフォーカスエリア（たとえば、画面中央部）内の信号を切り出すＡＦエ
リア抽出部及びＡＦエリア内の絶対値データを積算する積算部から構成され、ＡＦ検出部
１４０で求めた積算値のデータはＣＰＵ１１０に通知される。ＣＰＵ１１０は、レンズ駆
動部１４６を制御してレンズ１４のフォーカスレンズ群を移動させながら、複数のＡＦ検
出ポイントで焦点評価値（ＡＦ評価値）を演算し、評価値が極大となるレンズ位置を合焦
位置として決定する。そして、求めた合焦位置にフォーカスレンズ群が移動するように、
レンズ駆動部１４６を制御する。
【００５１】
　以上のように、シャッターボタン２６の半押しによって、ＡＥ／ＡＦ処理が行なわれる
。この後、シャッターボタン２６が全押しされると、ＣＰＵ１１０にＳ２オン信号が入力
され、ＣＰＵ１１０は、これに応動して撮影、記録処理を実施する。
【００５２】
　すなわち、まず、測光結果に基づき決定されたシャッタ速度、絞り値でＣＣＤ１２４を
露光させる。ＣＣＤ１２４から出力された画像信号は、アナログ処理部１２８、Ａ／Ｄ変
換器１３０、画像入力制御部１３２を介してメモリ１２０に取り込まれ、画像信号処理部
１３４において所定の信号処理が施されて画像データとされたのち、メモリ１２０に格納
される。メモリ１２０に格納された画像データは、圧縮伸張処理部１４８に加えられ、所
定の圧縮フォーマット（たとえばＪＰＥＧ形式）に従って圧縮された後、メモリ１２０に
格納される。そして、所定形式の画像ファイルとされたのち、メディア制御部１５０を介
して記憶メディア１５２に記録される。
【００５３】
　ここで、記憶メディア１５２に記録される画像ファイルは、ファイルヘッダ部に付属情
報がタグ形式で記録される。そして、このファイルヘッダ部に記録される付属情報には、
図４に示すように、サムネイルが含まれる。このサムネイルは、本画像中に人物の顔が、
所定の大きさ以下で写されている場合は、その人物の顔を所定の大きさで切り取った画像
のサムネイル（顔サムネイル）が作成され、人物が写されていない場合、あるいは人物が
写されていても、その大きさが所定の大きさよりも大きく写されている場合は、本画像全
体のサムネイル（全景サムネイル）が作成される。
【００５４】
　サムネイルの作成手順は次のとおりである。シャッターボタン２６の全押しに応動して
、画像信号処理部１３４で生成された撮影画像（本画像）の画像データは、メモリ１２０
から顔検出部１５４に加えられる。
【００５５】
　顔検出部１５４は、入力された本画像の画像データから、本画像中の顔領域を抽出し、
その位置と大きさを検出する（図５（ａ）、図６（ａ）、図７（ａ）参照）。顔領域の抽
出は、たとえば、画像内の肌色データを抽出することによって画像中の人物の顔を検出す
る。この際、撮影時のフォーカスポイントの情報などを利用して顔領域を抽出するように
してもよい。すなわち、通常、人物撮影を行なう場合は、人物の顔にピントを合わせて撮
影されるので、このピントを合わせたい値の情報を利用することにより、正確かつ効率的
に顔の位置を抽出することができる。
【００５６】
　顔検出部１５４の検出結果（顔の位置と大きさ）は、ＣＰＵ１１０に入力され、ＣＰＵ
１１０は、この顔検出部１５４の検出結果に基づき本画像中に人物の顔が写されているか
否か判定する。そして、人物の顔が写されている場合には、その大きさが所定の大きさ以
下で写されているか否か判定する。すなわち、顔検出部１５４の検出結果から本画像中に
占める人物の顔の大きさの割合を算出し、算出した割合が、あらかじめ設定された設定値
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以下か否かを判定する。
【００５７】
　この判定の結果、人物の顔が所定の大きさ以下で写されている場合は、「顔サムネイル
」の作成処理を行ない（図５及び図６参照）、人物の顔が写されていない場合、あるいは
、人物の顔が写されていても、その人物の顔が所定の大きさよりも大きく写されている場
合は「全景サムネイル」の作成処理を行う（図７参照）。
【００５８】
　なお、設定値は、たとえば１／５（バストアップ撮影時の顔の大きさに相当）とし、顔
検出部１５４で検出された人物の顔の大きさが、画像全体の１／５以下の場合は、顔サム
ネイルと作成し、１／５を超える場合は全景サムネイルを作成する。すなわち、図７（ａ
）に示すように、人物の顔がアップで撮影されているような場合は、あえて顔サムネイル
を作成する必要がないので、この場合は、全景サムネイルを作成する。
【００５９】
　全景サムネイルは、本画像全体を所定サイズにリサイズすることにより生成される。こ
の場合、まず、メモリ１２０に格納されている本画像の画像データが画像信号処理部１３
４に加えられる。画像信号処理部１３４は、ＣＰＵ１１０からの指令に従って本画像の画
像データを所定サイズにリサイズ処理し、全景サムネイルの画像データを生成する。生成
された全景サムネイルの画像データはメモリ１２０に格納される。
【００６０】
　一方、顔サムネイルは、本画像に写されている人物の顔を所定の大きさで切り取り、切
り取った画像を所定サイズにリサイズすることにより生成される。
【００６１】
　この場合、まず、メモリ１２０に格納されている本画像の画像データが画像信号処理部
１３４に加えられる。画像信号処理部１３４は、ＣＰＵ１１０からの指令に従って本画像
に写されている人物を所定の大きさで切り取り、顔サムネイル用の顔画像の画像データを
生成する（図５（ｂ）参照）。
【００６２】
　この際、ＣＰＵ１１０は、顔検出部１５４の検出結果から本画像に写されている人物の
顔を所定の大きさで切り取るための画像切り取り領域を算出し、算出した画像切り取り領
域を画像信号処理部１３４に指定する。画像信号処理部１３４は、このＣＰＵ１１０から
指定された画像切り取り領域で本画像を切り取り、顔サムネイル用の顔画像の画像データ
を生成する（図５( ｂ) 参照）。
【００６３】
　なお、図６( ａ）に示すように、本画像に複数の人物が写されており、顔検出部１５４
で複数の人物の顔が検出された場合、ＣＰＵ１１０は、図６( ｂ) に示すように、所定の
大きさ以下で写されている人物の顔領域の中で本画像の中心に最も近い人物の顔領域を画
像切り取り用の顔領域に認定する。
【００６４】
　また、画像の切り取り領域は、図５( ａ) 及び図６( ａ）に示すように、検出された顔
領域を中心として、その顔領域の３倍の領域を画像の切り取り領域に設定する。なお、顔
が画像の端に位置している場合は、必要に応じて切り取り領域を画像の中心側にシフトし
て設定する。
【００６５】
　生成された顔画像（図５( ｂ) 及び図６( ｂ) 参照）の画像データは、一旦メモリ１２
０に格納されたのち、再度、画像信号処理部１３４に加えられる。画像信号処理部１３４
は、ＣＰＵ１１０からの指令に従って切り取られた顔画像の画像データを所定サイズにリ
サイズし、顔サムネイル（図５( ｃ) 及び図６（ｃ）参照）の画像データを生成する。生
成された顔サムネイルの画像データはメモリ１２０に格納される。
【００６６】
　このように生成された顔サムネイル又は全景サムネイルの画像データは、圧縮伸張処理
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部１４８に加えられ、所定の圧縮フォーマット（たとえばＪＰＥＧ形式）に従って圧縮さ
れた後、メモリ１２０に格納される。そして、本画像の画像データと共に画像ファイルに
格納されたのち、メディア制御部１５０を介して記憶メディア１５２に記録される。
【００６７】
　図８は、本実施の形態のデジタルカメラ１０における撮影から記録までの処理の手順を
示すフローチャートである。
【００６８】
　まず、撮影実行の有無が判定される（ステップＳ１０）。この判定の結果、撮影が実行
されると、撮影された画像（本画像）に写されている人物の顔が抽出され、その位置と大
きさが検出される（ステップＳ１１）。そして、その検出結果から、本画像に人物の顔が
写されているか否かが判定される（ステップＳ１２）。
【００６９】
　この判定の結果、人物の顔が写されていないと判定されると、全景サムネイルの作成処
理が行なわれる（ステップＳ１３）。
【００７０】
　一方、人物の顔が写されていると判定されると、その人物の顔の大きさが一定の大きさ
以下か否か判定される（ステップＳ１４）。そして、人物の顔の大きさが一定の大きさ以
下の場合は、顔サムネイルの作成処理が行なわれ（ステップＳ１５）、人物の顔の大きさ
が一定の大きさより大きい場合は、全景サムネイルの作成処理が行なわれる（ステップＳ
１３）。
【００７１】
　そして、作成した全景又は顔サムネイルのデータと、本画像の画像データとから画像フ
ァイルが作成され（ステップＳ１６）、作成された画像ファイルが記憶メディア１５２に
記録される（ステップＳ１７）。
【００７２】
　このように、本実施の形態のデジタルカメラ１０では、撮影された画像（本画像）に人
物の顔が、所定の大きさ以下で写されている場合、サムネイルとして「顔サムネイル」が
付加された画像ファイルが作成される。そして、人物の顔が写されていないか、あるいは
写されていても、その人物の顔が所定の大きさよりも大きく写されている場合は、サムネ
イルとして「全景サムネイル」が付加された画像ファイルが作成される。
【００７３】
　したがって、本実施の形態のデジタルカメラ１０で作成された画像ファイルをサムネイ
ル表示させると、「顔サムネイル」が付加された画像ファイルについては、画像中に写さ
れている人物の顔画像を拡大表示したサムネイルが表示される。これにより、本画像に誰
が写っているのか、どんな表情で写っているのかをサムネイルを見るだけで把握すること
ができる。
【００７４】
　なお、本実施の形態のデジタルカメラ１０では、撮影された画像に人物の顔が所定の大
きさ以下で写されている場合、「顔サムネイル」を作成され、その「顔サムネイル」を画
像ファイルに記録しているが、撮影された画像に人物の顔が所定の大きさ以下で写されて
いる場合、図８に示すように、「顔サムネイル」と「全景サムネイル」の双方を作成し、
両方のサムネイルを画像ファイルに記録するようにしてもよい。
【００７５】
　また、本実施の形態のデジタルカメラ１０では、撮影された画像に複数の人物の顔が写
されている場合、本画像の中心に最も近い人物の顔領域を画像切り取り用の顔領域に認定
し、その顔領域の「顔サムネイル」のみを作成するようにしているが、図９に示すように
、検出された人物すべての「顔サムネイル」を作成し、画像ファイルに記録するようにし
てもよい。
【００７６】
　次に、本実施の形態のデジタルカメラにおける記録済み画像画像の再生処理の方法につ
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いて説明する。
【００７７】
　上記のように、本実施の形態のデジタルカメラ１０では、電源／モードスイッチ２８を
再生位置に合わせて、デジタルカメラ１０のモードを再生モードに設定することにより、
記録済み画像画像をモニタ３２で再生表示させることができる。
【００７８】
　ここで、本実施の形態のデジタルカメラ１０では、画像の再生方式として、本画像を再
生する「本画像再生モード」と、サムネイルを再生する「サムネイル再生モード」と、複
数コマのサムネイルを一覧表示する「マルチ再生モード」の３つの再生モードが備えられ
ており、ユーザはいずれかの再生モードを選択して、画像をモニタ３２に再生させる。こ
の３つの再生モードは、たとえばＤＩＳＰボタン４４を押下することにより、切り替えら
れる。
【００７９】
　まず、本画像再生モードでの記録済み画像画像の再生方法について説明する。本画像再
生モードに設定されると、ＣＰＵ１１０は、メディア制御部１５０にコマンドを出力し、
最後に記憶メディア１５２に記録された画像ファイルの本画像の圧縮画像データを読み出
させる。読み出された本画像の圧縮画像データは、圧縮伸張処理部１４８に加えられ、非
圧縮の画像データに伸張されたのち、画像信号処理部１３４で表示用の縮小処理が施され
、ビデオエンコーダ１３６を介してモニタ３２に出力される。これにより、記憶メディア
１５２に最後に記録された画像ファイルに記録されている本画像がモニタ３２に再生表示
される。
【００８０】
　画像のコマ送りは、十字ボタン４０の左右のキー操作によって行なわれ、十字ボタン４
０の右キーが押されると、次の画像ファイルの本画像の画像データが記憶メディア１５２
から読み出され、所要の処理が施されて、モニタ３２に再生表示される。また、十字ボタ
ン４０の左キーが押されると、一つ前の画像ファイルの本画像の画像データが記憶メディ
ア１５２から読み出され、所要の処理が施されて、モニタ３２に再生表示される。
【００８１】
　次に、サムネイル再生モードでの記録済み画像画像の再生方法について説明する。サム
ネイル再生モードに設定されると、ＣＰＵ１１０は、メディア制御部１５０にコマンドを
出力し、最後に記憶メディア１５２に記録された画像ファイルのサムネイルの圧縮画像デ
ータを読み出させる。
【００８２】
　読み出されたサムネイルの圧縮画像データは、圧縮伸張処理部１４８に加えられ、非圧
縮の画像データに伸張されたのち、画像信号処理部１３４にて表示用の拡大処理が施され
、ビデオエンコーダ１３６を介してモニタ３２に出力される。これにより、記憶メディア
１５２に最後に記録された画像ファイルに記録されているサムネイルがモニタ３２に再生
表示される。この際、図１１に示すように、画像ファイルに顔サムネイルが記録されてい
る場合は、モニタ３２に顔サムネイルが表示され、全景サムネイルが記録されている場合
は、モニタが３２に全景サムネイルが表示される。そして、顔サムネイルについては、画
像の周囲にフレームが付され、顔サムネイルであることが区別される。
【００８３】
　画像のコマ送りは、前記同様、十字ボタン４０の左右のキー操作によって行なわれ、十
字ボタン４０の右キーが押されると、次の画像ファイルに記録されているサムネイルの画
像データが記憶メディア１５２から読み出され、所要の処理が施されて、モニタ３２に再
生表示される。また、十字ボタン４０の左キーが押されると、一つ前の画像ファイルに記
録されているサムネイルの画像データが記憶メディア１５２から読み出され、所要の処理
が施されて、モニタ３２に再生表示される。
【００８４】
　このように、サムネイル再生モードでは、画像ファイルに記録されているサムネイルを
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表示するので、各画像に誰が写されているかを容易に確認することができる。
【００８５】
　なお、このサムネイル再生モードにおいて、所望のサムネイルが表示されている状態で
ＭＥＮＵ／ＯＫボタン４２を押下すると、そのサムネイルの本画像が再生されるようにし
てもよい。
【００８６】
　また、所望のサムネイルを表示させた状態で無操作の状態が一定時間継続すると、自動
的に表示中のサムネイルの本画像が再生されるようにしてもよい。
【００８７】
　また、画像ファイルに複数の顔サムネイルが記録されている場合は、一定時間ごとに切
り替えてサムネイルを表示する。たとえば、図１２に示すように、顔サムネイル１と顔サ
ムネイル２の二つの顔サムネイルが画像ファイルに記録されている場合、一定時間が経過
するたびに顔サムネイル１と顔サムネイル２とを切り替えてモニタ３２に表示させる。
【００８８】
　以下、この顔サムネイルが複数記録された画像ファイルを再生する場合の処理の手順に
ついて説明する。
【００８９】
　図１３は、複数のサムネイルが記録された画像ファイルを含む画像ファイルの再生処理
の手順を示すフローチャートである。
【００９０】
　まず、画像ファイルに記録されているサムネイルの画像データがすべて読み込まれる（
ステップＳ２１）。そして、読み込まれたサムネイルの画像データに基づきサムネイルが
複数あるか否か判定される（ステップＳ２２）。
【００９１】
　読み込まれたサムネイルが１つと判定された場合は、その読み込んだ１つのサムネイル
がモニタ３２に表示される（ステップＳ２３）。そして、ユーザからの表示終了の指示の
有無が判定され（ステップＳ２４）、表示終了の指示アリと判定されると、再生処理を終
了する。
【００９２】
　一方、読み込まれたサムネイルが複数あると判定された場合は、まず、先頭のサムネイ
ルがモニタ３２に表示される（ステップＳ２５）。そして、ユーザからの表示終了の指示
の有無が判定され（ステップＳ２６）、表示終了の指示アリと判定されると、再生処理を
終了する。
【００９３】
　ユーザからの表示終了の指示なし判定されると、次に、先に再生したサムネイルの表示
開始から一定時間経過したか否か判定される（ステップＳ２７）。一定時間経過していな
いと判定した場合は、ステップＳ２５に戻り、継続して先に再生したサムネイルを表示さ
せる。
【００９４】
　一方、先に再生したサムネイルの表示開始から一定時間経過したと判定した場合は、サ
ムネイルの表示切替を行い（ステップＳ２８）、次のサムネイルを表示させてステップＳ
２５に戻る。
【００９５】
　このように、画像ファイルに複数の顔サムネイルが記録されている場合は、一定時間ご
とに切り替えてサムネイルを表示する。これにより、本画像に誰が、どのような表情で映
されているかを容易に確認することができる。
【００９６】
　また、画像ファイルに複数の顔サムネイルが記録されている場合は、図１４に示すよう
に、複数ある顔サムネイルを一度に表示するようにしてもよい。なお、図１４は、顔サム
ネイル１と顔サムネイル２の二つの顔サムネイルが画像ファイルに記録されている場合の
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例であり、二つの顔サムネイルを並列して表示している。この場合も本画像に誰が、どの
ような表情で映されているかを容易に確認することができる。
【００９７】
　画像ファイルに顔サムネイルと全景サムネイルの双方のサムネイルが記録されている場
合も同様に一定時間ごと顔サムネイルと全景サムネイルとを切り替えてモニタ３２に表示
する。あるいは、顔サムネイルと全景サムネイルとを一度に表示する。これにより、全景
と、そこに写されている人物が誰かを容易に確認することができる。
【００９８】
　次に、マルチ再生モードでの記録済み画像画像の再生方法について説明する。マルチ再
生モードでは、たとえば、９コマ（３×３）分の画像がモニタ３２に一覧表示される。こ
のマルチ再生モードに設定されると、ＣＰＵ１１０は、メディア制御部１５０にコマンド
を出力し、９コマ分のサムネイルの圧縮画像データを読み出させる。
【００９９】
　読み出された各サムネイルの圧縮画像データは、圧縮伸張処理部１４８に加えられ、非
圧縮の画像データに伸張されたのち、画像信号処理部１３４で表示用の縮小処理が施され
、合成処理部１３８に加えられる。合成処理部１３８は、入力されたサムネイルの画像デ
ータからマルチ表示用の画像を生成し、ビデオエンコーダ１３６を介してモニタ３２に出
力する。これにより、図１５に示すように、９コマ分のサムネイルがモニタ３２に一覧表
示される。この際、顔サムネイルについては、画像の周囲にフレームが付され、顔サムネ
イルであることが区別される。
【０１００】
　なお、マルチ再生モードの場合、十字ボタン４０の右キーが押されると、次の９コマ分
のサムネイルの画像データが記憶メディア１５２から読み出され、所要の処理が施されて
、モニタ３２に一覧表示される。また、十字ボタン４０の左キーが押されると、前の９コ
マ分のサムネイルの画像データが記憶メディア１５２から読み出され、所要の処理が施さ
れて、モニタ３２に一覧表示される。
【０１０１】
　また、マルチ再生モードにおいて、画像ファイルに複数の顔サムネイルが記録されてい
る場合、そのコマについては、顔サムネイルを一定時間ごとに切り替えて表示する。画像
ファイルに顔サムネイルと全景サムネイルの双方のサムネイルが記録されている場合も同
様に、そのコマについては一定時間ごと顔サムネイルと全景サムネイルとを切り替えてモ
ニタ３２に表示する。
【０１０２】
　また、このマルチ再生モードにおいて、一覧表示されているサムネイルの中の一つをカ
ーソル等で選択できるように構成し、選択したサムネイルの本画像を切り替えて再生でき
るようにしてもよい。
【０１０３】
　なお、上述したデジタルカメラ１０では、撮影した画像から顔サムネイルを生成してい
るが、記録済み画像から顔サムネイルを生成し、記録済みの全景サムネイルと書き換えて
画像ファイルに記録するようにしてもよい。以下、この記録済み画像から顔サムネイルを
生成する場合の処理の手順について説明する。
【０１０４】
　顔サムネイルの作成は、たとえば、サムネイル再生モードの下で本画像のサムネイルを
再生させ、処理対象とする本画像のサムネイルが表示されたところで、顔サムネイルの実
行を指示するものとする。
【０１０５】
　図１６は、記録済み画像から顔サムネイルを生成する場合の処理の手順を示すフローチ
ャートである。
【０１０６】
　まず、サムネイル再生モードに設定されているか否か判定される（ステップＳ３０）。
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サムネイル再生モードに設定されていると判定されると、最後に記憶メディア１５２に記
録された画像ファイルに記録されているサムネイルがモニタ３２に再生表示される（ステ
ップＳ３１）。
【０１０７】
　このモニタ３２に表示されているサムネイルの本画像に対して顔サムネイルを作成処理
を実施する場合は、カメラに顔サムネイル作成処理の実行を指示する。顔サムネイル作成
処理の実行指示は、ここでは、再生メニューで行なうものとし、あらかじめ用意された再
生メニューから当該機能の項目を選択し、処理実行を指示する。
【０１０８】
　ＣＰＵ１１０は、顔サムネイル作成処理の実行指示の有無を判定する（ステップＳ３２
）。現在サムネイルが表示されている本画像に対して顔サムネイルの作成処理の指示が出
されていないと判定すると、ＣＰＵ１１０は、コマ送り又はコマ戻しの指示の有無を判定
し（ステップＳ３３）、コマ送り又はコマ戻しの指示アリと判定すると、コマ送り又はコ
マ戻しの処理を実行する（ステップＳ３４）。
【０１０９】
　一方、顔サムネイル作成処理の実行指示アリと判定すると、現在モニタ３２に表示され
ているサムネイルの本画像に写されている人物の顔が抽出され、その位置と大きさが検出
される（ステップＳ３５）。そして、その検出結果から、本画像に人物の顔が写されてい
るか否かが判定され（ステップＳ３６）、人物の顔が写されていないと判定されると、処
理を終了する。
【０１１０】
　一方、人物の顔が写されていると判定されると、その人物の顔の大きさが一定の大きさ
以下か否か判定される（ステップＳ３７）。そして、人物の顔の大きさが一定の大きさよ
り大きいと判定した場合は処理を終了する。
【０１１１】
　一方、人物の顔の大きさが一定の大きさ以下と判定した場合は、顔サムネイルの作成処
理が行なわれる（ステップＳ３８）。そして、現在、画像ファイルに記録されているサム
ネイルの画像データが、新たに作成された顔サムネイルの画像データに書き換えられる（
ステップＳ３９）。
【０１１２】
　このように、記録済みの画像ファイルに対して新たに顔サムネイルを作成するようにし
てもよい。
【０１１３】
　なお、処理対象の本画像に複数の人物の顔が写されている場合は、本画像の中心に最も
近い人物の顔で顔サムネイルを作成するものとする。あるいは、各人物の顔で顔サムネイ
ルを作成するものとする。
【０１１４】
　また、新たに作成した顔サムネイルと全景サムネイルの双方を画像ファイルに記録する
ようにしてもよい。
【０１１５】
　また、上記の実施の形態では、サムネイル再生モードの下で処理対象とする画像ファイ
ルを選択するようにしているが、本画像再生モード又はマルチ再生モードの下で処理対象
とする画像ファイルを選択するようにしてよい。あるいは、記憶メディア１５２に記憶さ
れている画像ファイルに対して一括して顔サムネイルの作成処理を実行するようにしても
よい。
【０１１６】
　また、上記一連の実施の形態では、本発明をデジタルカメラに適用した場合を例に説明
したが、本発明の適用は、これに限定されるものではなく、たとえば、パーソナルコンピ
ュータを本発明に係る画像処理装置として機能させてもよい。以下、パーソナルコンピュ
ータ（パソコン）を本発明に係る画像処理装置として機能させる場合について説明する。
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【０１１７】
　図１７は、本発明に係る画像処理装置として機能するパソコンのハードウェア構成例を
示すブロック図である。
【０１１８】
　パソコン２１０は、一般的に用いられているタイプのコンピュータであり、プログラム
を実行するための中央処理装置（ＣＰＵ）２１２、ＣＰＵ２１２における演算結果や画像
データ等を一時的に格納するためのＲＡＭ２１４、オペレーティングシステム（ＯＳ）や
本発明に係る画像分類プログラム、各種アプリケーションプログラム、画像ファイル等を
格納するためのハードディスクドライブ（ＨＤＤ）２１６、ＣＤ－ＲＯＭに格納されたデ
ータを読み取るためのＣＤ－ＲＯＭドライブ２１８、ＣＰＵ２１２における演算結果や画
像データ等を表示するための表示装置２２０、コマンド、数値等を入力するためのキーボ
ード、マウスといった入力装置２２２、画像ファイルが格納されたメモリカード２２４を
接続するためのメモリカードスロット２２６、デジタルカメラ等と通信ケーブルを介して
接続するための入出力端子（たとえば、ＵＳＢ端子）２３０、サーバとネットワークを通
じて通信するためのモデム２３２等を備えており、これらは相互にバス２３４で接続され
ている。
【０１１９】
　さて、上記のように構成されているパソコン２１０は、所定の画像処理プログラムを実
行することにより、画像処理装置として機能する。この画像処理プログラムは、ハードデ
ィスクドライブ２１６にインストールされ、ハードディスクドライブ２１６からＲＡＭ２
１４にロードされてＣＰＵ２１２による実行制御がなされる。
【０１２０】
　画像処理プログラムを起動すると、図１８に示すように、表示装置２２０に画像処理プ
ログラムのメインウインドウが表示される。
【０１２１】
　メインウインドウは、画面左側に表示されるフォルダツリー表示領域と、画面右側に表
示されるサムネイル表示領域とから構成されている。
【０１２２】
　フォルダツリー表示領域には、パソコン２１０にあるフォルダが階層的に表示される。
このフォルダツリー表示領域に表示されたフォルダを選択すると、図１７に示すように、
選択されたフォルダに格納されている画像ファイルのサムネイルが、サムネイル表示領域
に一覧表示される。
【０１２３】
　なお、選択したフォルダ内に画像ファイルが存在しない場合は、サムネイル表示領域に
は何も表示されず、選択したフォルダ内に更にフォルダが存在する場合には、フォルダア
イコンが表示される。
【０１２４】
　この画像処理プログラムにおいて、サムネイル表示領域に表示されたサムネイルの中か
ら任意のサムネイルを選択し、ダブルクリックすると、その選択されたサムネイルの本画
像が別ウインドウで拡大表示される。また、スライドショーの機能を実行させると、選択
されたフォルダに格納されている画像ファイルが一定時間間隔でコマ送りされ、スライド
ショーが行なわれる。
【０１２５】
　さて、この画像処理プログラムで顔サムネイルの作成処理を実行させる場合は、処理対
象とするサムネイルを選択し、顔サムネイルの作成処理実行を指示することにより行なわ
れる。
【０１２６】
　顔サムネイルの作成処理実行の指示は、まず、処理対象とするサムネイルの上にマウス
ポインタを移動させ、マウスを右クリックする。これにより、ファイル操作のメニューが
プルダウンされる。このプルダウンされたメニューの中から顔サムネイル作成の項目の上
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にマウスポインタを移動させて、マウスを左クリックすると、選択された処理が実行され
る。すなわち、顔サムネイルの作成処理が実行される。
【０１２７】
　まず、選択されたサムネイルの本画像中に写されている人物の顔が抽出され、その位置
と大きさが検出される。そして、その検出結果から本画像に人物の顔が写されているか否
かが判定される。
【０１２８】
　人物の顔が写されていないと判定されると、処理は終了し、人物の顔が写されていると
判定されると、その人物の顔の大きさが一定の大きさ以下か否か判定される。人物の顔の
大きさが一定の大きさより大きいと判定した場合は処理を終了し、人物の顔の大きさが一
定の大きさ以下と判定した場合は、顔サムネイルの作成処理が行なわれる。
【０１２９】
　そして、画像ファイルに記録されているサムネイルの画像データが、新たに作成された
顔サムネイルの画像データに書き換えられる。
【０１３０】
　なお、処理対象の本画像に複数の人物の顔が写されている場合は、デジタルカメラ１０
の場合と同様に、本画像の中心に最も近い人物の顔で顔サムネイルを作成するものとする
。あるいは、各人物の顔で顔サムネイルを作成するものとする。
【０１３１】
　また、新たに作成した顔サムネイルと全景サムネイルの双方を画像ファイルに記録する
ようにしてもよい。
【０１３２】
　また、上記のように作成された顔サムネイルが記録された画像ファイルをサムネイル表
示する場合は、顔サムネイルを表示装置２２０に表示する。
【０１３３】
　この場合、複数の顔サムネイルが記録されている画像ファイル、又は顔サムネイルと全
景サムネイルの双方が記録されている画像ファイルをサムネイル表示する場合は、上述し
たデジタルカメラ１０の場合と同様に、単位時間ごとに表示するサムネイルを切り替えて
表示する。あるいは、記録されているすべてのサムネイルを一度に表示する。
【０１３４】
　このように、パソコンを本発明に係る画像処理装置として機能させて、顔サムネイルを
作成することもできる。この他、デジタルビデオカメラやカメラ付き携帯電話機、カメラ
付きＰＤＡ等にも本発明は適用することができる。
【０１３５】
　なお、上述した一連の実施の形態では、本発明を静止画の画像処理に適用した場合を例
に説明したが、動画の画像処理にも同様の適用することができる。
【図面の簡単な説明】
【０１３６】
【図１】本発明が適用されたデジタルカメラの正面斜視図
【図２】本発明が適用されたデジタルカメラの背面図
【図３】デジタルカメラ内部の概略構成を示すブロック図
【図４】画像ファイルの構成を示す図
【図５】顔サムネイルの作成手順を示す図
【図６】顔サムネイルの作成手順を示す図
【図７】全景サムネイルの作成手順を示す図
【図８】サムネイルの作成処理の手順を示すフローチャート
【図９】顔サムネイルと全景サムネイルの双方を画像ファイルに記録する場合の概念図
【図１０】複数の顔サムネイルを画像ファイルに記録する場合の概念図
【図１１】顔サムネイルと全景サムネイルの再生方法の説明図
【図１２】複数の顔サムネイルが記録された画像ファイルの再生方法の説明図



(18) JP 4340806 B2 2009.10.7

10

20

【図１３】複数の顔サムネイルが記録された画像ファイルを含む画像ファイルの再生処理
の手順を示すフローチャート
【図１４】複数の顔サムネイルが記録された画像ファイルの再生方法の説明図
【図１５】マルチ再生モードでの再生方法の説明図
【図１６】記録済み画像から顔サムネイルを生成する場合の処理の手順を示すフローチャ
ート
【図１７】パソコンのハードウェア構成を示すブロック図
【図１８】画像処理プログラムのメインウインドウを示す図
【符号の説明】
【０１３７】
　１０…デジタルカメラ、１２…カメラボディ、１４…レンズ、１６…ストロボ、１８…
ファインダ窓、２０…セルフタイマランプ、２２…ＡＦ補助光ランプ、２４…ストロボ調
光センサ、２６…シャッターボタン、２８…電源／モードスイッチ、３０…モードダイヤ
ル、３２…モニタ、３４…ファインダ接眼部、３６…スピーカ、３８…ズームボタン、４
０…十字ボタン、４２…ＭＥＮＵ／ＯＫボタン、４４…ＤＩＳＰボタン、４６…ＢＡＣＫ
ボタン、１１０…ＣＰＵ、１１２…操作部、１１４…バス、１１６…ＲＯＭ、１１８…Ｅ
ＥＰＲＯＭ、１２０…メモリ（ＳＤＲＡＭ）、１２２…ＶＲＡＭ、１２４…固体撮像素子
（ＣＣＤ）、１２６…タイミングジェネレータ（ＴＧ）、１２８…アナログ処理部（ＣＤ
Ｓ／ＡＭＰ）、１３０…Ａ／Ｄ変換器、１３２…画像入力制御部、１３４…画像信号処理
部、１３６…ビデオエンコーダ、１３８…合成処理部、１４０…ＡＦ検出部、１４２…Ａ
Ｅ／ＡＷＢ検出部、１４４…絞り駆動部、１４６…レンズ駆動部、１４８…圧縮伸張処理
部、１５０…メディア制御部、１５２…記憶メディア、１５４…顔検出部

【図１】 【図２】
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