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(57)【要約】
【課題】リモート撮影時における消費電力の増加や演算
処理負荷の増加を抑える技術を実現する。
【解決手段】撮像装置は、外部装置と通信する通信手段
と、被写体を撮像して画像データを生成する撮像手段と
、前記撮像手段により撮像された画像データにおける主
被写体を特定する特定手段と、前記特定手段により特定
された主被写体に基づいて撮影条件を設定する設定手段
と、前記通信手段を介して接続された前記外部装置から
指示を受けて撮影を行う場合は、撮影者が装置を直接操
作して撮影を行う場合に比べて、前記主被写体を特定す
るための処理を少なくするよう制御する制御手段と、を
有する。
【選択図】図６
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　外部装置と通信する通信手段と、
　被写体を撮像して画像データを生成する撮像手段と、
　前記撮像手段により撮像された画像データにおける主被写体を特定する特定手段と、
　前記特定手段により特定された主被写体に基づいて撮影条件を設定する設定手段と、
　前記通信手段を介して接続された前記外部装置から指示を受けて撮影を行う場合は、撮
影者が装置を直接操作して撮影を行う場合に比べて、前記主被写体を特定するための処理
を少なくするよう制御する制御手段と、を有することを特徴とする撮像装置。
【請求項２】
　前記主被写体に応じて設定された撮影条件に基づいて撮影を制御する撮影制御手段をさ
らに有し、
　前記主被写体を特定するための処理は、被写体の特徴を検出する被写体検出処理の結果
と、被写体の動きを検出する動き検出処理および検出された被写体が所定の被写体である
か判定する被写体認証処理のうち少なくとも１つの結果とを利用することが可能であり、
　前記制御手段は、前記通信手段を介して接続された前記外部装置から指示を受けて撮影
を行う場合、前記動き検出処理または前記被写体認証処理を行わず、前記被写体検出処理
を行うよう制御することを特徴とする請求項１に記載の撮像装置。
【請求項３】
　撮影者が装置を直接操作して撮影を行う通常撮影モードと、前記通信手段を介して接続
された前記外部装置から指示を受けて撮影を行うリモート撮影モードとが選択可能な選択
手段と、
　前記通常撮影モードで撮影を行う場合、前記特定手段は、前記被写体検出処理と前記動
き検出処理と前記被写体認証処理の結果を用いて主被写体を特定し、
　前記リモート撮影モードで撮影を行う場合、前記特定手段は、前記動き検出処理と前記
被写体認証処理の結果を用いず、前記被写体検出処理の結果を用いて主被写体を特定する
ことを特徴とする請求項２に記載の撮像装置。
【請求項４】
　前記外部装置は、前記撮像手段により撮像された画像データを表示する表示手段と、前
記表示手段に表示されている画像から主被写体を指定する指定手段と、を有し、
　前記撮像装置において、
　前記特定手段は、前記指定手段による指定に基づき主被写体を特定することを特徴とす
る請求項２または３に記載の撮像装置。
【請求項５】
　撮影モードを選択する選択手段をさらに有し、
　前記選択手段は、前記撮影条件を自動で設定するオート撮影と、ユーザがマニュアルで
前記撮影条件の設定が可能なマニュアル撮影とが選択可能であり、
　前記通常撮影モードで撮影を行う場合は、前記オート撮影と前記マニュアル撮影のいず
れかを選択可能とし、前記リモート撮影モードで撮影を行う場合は、前記マニュアル撮影
の選択を不可とすることを特徴とする請求項１ないし４のいずれか１項に記載の撮像装置
。
【請求項６】
　前記撮影条件は、露出制御、フォーカス制御、ホワイトバランス制御の少なくともいず
れかに関する情報を含むことを特徴とする請求項１ないし５のいずれか１項に記載の撮像
装置。
【請求項７】
　前記被写体検出処理は、人物の顔を検出することを特徴とする請求項１ないし６のいず
れか１項に記載の撮像装置。
【請求項８】
　前記外部装置からの送信要求を受けて前記撮像手段により撮像された画像データを前記
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外部装置に送信する第１の送信手段と、
　前記外部装置からの撮影指示を受けて前記撮像手段により撮像された画像データを記録
する記録手段と、
　前記外部装置からの送信要求を受けて前記記録手段に記録された画像データを前記外部
装置に送信する第２の送信手段と、をさらに有することを特徴とする請求項１ないし７の
いずれか１項に記載の撮像装置。
【請求項９】
　撮像装置と通信する通信手段と、
　前記撮像装置により撮像された画像データを受信する受信手段と、
　前記撮像装置から受信した画像データを表示する表示手段と、
　前記表示手段に表示されている画像から主被写体を指定する指定手段と、
　前記指定手段により指定された主被写体の情報を前記撮像装置に送信する送信手段と、
を有することを特徴とする通信機器。
【請求項１０】
　外部装置と通信する撮像装置の制御方法であって、
　前記外部装置との接続を行うステップと、
　被写体を撮像して画像データを生成するステップと、
　前記撮像された画像データにおける主被写体を特定するステップと、
　前記特定された主被写体に基づいて撮影条件を設定するステップと、
　通信手段を介して接続された前記外部装置から指示を受けて撮影を行う場合は、撮影者
が装置を直接操作して撮影を行う場合に比べて、前記主被写体を特定するための処理を少
なくするよう制御するステップと、を有することを特徴とする方法。
【請求項１１】
　撮像装置と通信する通信機器の制御方法であって、
　前記撮像装置により撮像された画像データを受信するステップと、
　前記撮像装置から受信した画像データを表示するステップと、
　前記表示手段に表示されている画像から主被写体を指定するステップと、
　前記指定手段により指定された主被写体の情報を前記撮像装置に送信するステップと、
を有することを特徴とする方法。
【請求項１２】
　コンピュータを、請求項１ないし８のいずれか１項に記載された撮像装置の各手段とし
て機能させるためのプログラム。
【請求項１３】
　コンピュータを、請求項９に記載された通信機器の各手段として機能させるためのプロ
グラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、撮像装置を外部から操作して撮影を行う技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　最近のデジタルカメラは、人物の顔や動きを検出したり、特定の人物を識別する機能を
有しており、様々なシーンにおいて、デジタルカメラが自動で最適な撮影条件を決定して
好適な画像を撮影することが可能となっている。また、無線ＬＡＮなどのネットワーク環
境の普及によって、デジタルカメラに無線通信機能を搭載し、無線ネットワークを介して
通信可能に接続されたスマートフォンなどをリモコンのように外部から操作してリモート
撮影可能なデジタルカメラも存在する。
【０００３】
　例えば、特許文献１には、連続して撮像された画像から顔検出と顔の動き検出を行い、
特定の人物を追尾する技術が記載され、特許文献２には、デジタルカメラを、無線接続さ
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れたＰＣなどにより外部から操作してリモート撮影を行う技術が記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１０－０５０７４６号公報
【特許文献２】特開２００７－３２５０９７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ところで、デジタルカメラが自動で最適な撮影条件を決定するオート撮影モードでは、
顔検出機能や動き検出機能、人物認証機能を実行する必要がある。一方、リモート撮影を
行うためには、デジタルカメラの無線通信機能を動作させる必要がある。しかしながら、
これらの機能を同時に動作させると消費電力や演算処理負荷が増え、消費電力の増加によ
る撮影可能枚数の減少や、演算処理負荷の増加によるライブビュー画像の表示レートの低
下を引き起こすおそれがある。
【０００６】
　本発明は、上記課題に鑑みてなされ、その目的は、リモート撮影時における消費電力の
増加や演算処理負荷の増加を抑える技術を実現することである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記課題を解決し、目的を達成するために、本発明に係る撮像装置は、外部装置と通信
する通信手段と、被写体を撮像して画像データを生成する撮像手段と、前記撮像手段によ
り撮像された画像データにおける主被写体を特定する特定手段と、前記特定手段により特
定された主被写体に基づいて撮影条件を設定する設定手段と、前記通信手段を介して接続
された前記外部装置から指示を受けて撮影を行う場合は、撮影者が装置を直接操作して撮
影を行う場合に比べて、前記主被写体を特定するための処理を少なくするよう制御する制
御手段と、を有する。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明によれば、リモート撮影時における消費電力の増加や演算処理負荷の増加を抑え
ることができる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】本実施形態の通常撮影モードとリモート撮影モードを説明する図。
【図２】本実施形態の撮像装置の構成を示すブロック図。
【図３】本実施形態の通信機器の構成を示すブロック図。
【図４】本実施形態の通常撮影動作を示すフローチャート。
【図５】本実施形態の撮像装置の表示画面を例示する図。
【図６】実施形態１のリモート撮影動作を示すフローチャート。
【図７】実施形態１のリモート撮影モード時の通信機器の表示画面を例示する図。
【図８】実施形態２のリモート撮影動作を示すフローチャート。
【図９】実施形態２のリモート撮影モード時の通信機器の表示画面を例示する図。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　以下に、添付図面を参照して本発明を実施するための形態について詳細に説明する。尚
、以下に説明する実施の形態は、本発明を実現するための一例であり、本発明が適用され
る装置の構成や各種条件によって適宜修正又は変更されるべきものであり、本発明は以下
の実施の形態に限定されるものではない。また、後述する各実施形態の一部を適宜組み合
わせて構成しても良い。
【００１１】
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　［実施形態１］以下、本発明の撮像装置および通信機器としてデジタルカメラとスマー
トフォンを適用し、通信機器により撮像装置を外部から操作してリモート撮影を行うシス
テムについて説明する。なお、本実施形態では、通信機器として携帯電話の一種であるス
マートフォンを想定しているが、他のカメラ付き携帯電話やタブレット端末などの携帯型
電子機器にも適用可能である。また、カメラ付きのパーソナルコンピュータなどの情報処
理装置であっても良い。
【００１２】
　＜撮影モードの説明＞まず、図１を参照して、本実施形態による通常撮影モードとリモ
ート撮影モードについて説明する。
【００１３】
　図１において、（ａ）は通常撮影モードの場合、（ｂ）はリモート撮影モードの場合を
それぞれ示している。
【００１４】
　通常撮影モードでは、図１（ａ）に示すように、撮影者１０１と被写体１０２は異なっ
ており、撮影者１０１はデジタルカメラ２００を直接操作することで被写体１０２を撮影
する。
【００１５】
　これに対して、リモート撮影モードでは、図１（ｂ）に示すように、撮影者１０１は被
写体１０２にもなり、撮影者１０１が所持するスマートフォン３００を使用してデジタル
カメラ２００を遠隔操作することで撮影を行う。
【００１６】
　このように、リモート撮影モードでは、撮影者１０１はスマートフォン３００をデジタ
ルカメラ２００と無線接続して、スマートフォン３００によりデジタルカメラ２００を外
部から操作する。撮影者１０１を被写体１０２として撮影を行う場合、撮影者１０１はス
マートフォン３００の表示画面を見ながら、自身がフレーム内に収まるようにデジタルカ
メラ２００の画角を調節し、デジタルカメラ２００へ撮影指示を送信して撮影を実施する
。
【００１７】
　＜撮像装置の構成＞図２を参照して、本発明に係る実施形態の撮像装置の構成及び機能
の概略について説明する。
【００１８】
　図１において、制御部２０１は、デジタルカメラ２００の全体を統括して制御する演算
処理装置（ＣＰＵ）であって、後述する不揮発性メモリ２０４に格納されたプログラムを
実行することで、後述するフローチャートの各処理を実現する。なお、制御部２０１が装
置全体を制御する代わりに、複数のハードウェアが処理を分担することで、装置全体を制
御してもよい。
【００１９】
　撮像部２０２は、ズームレンズやフォーカスレンズを含むレンズ群、絞り機能を備える
シャッターを含む。また、撮像部２０２は、被写体像を電気信号に変換するＣＣＤやＣＭ
ＯＳ素子等で構成される撮像素子、撮像素子から出力されるアナログ画像信号をデジタル
信号に変換するＡ／Ｄ変換器を有する。
【００２０】
　画像処理部２０３は、撮像部２０２により撮像された画像データに、ホワイトバランス
や色、明るさ等を調整する画質調整処理を施し、また、表示用サイズへのリサイズ処理な
どを行う。また、画像処理部２０３は、画質調整処理が施された画像データをＪＰＥＧ等
により圧縮符号化して画像ファイルを生成し、記録媒体２１０に記録する。また、画像処
理部２０３は、撮像した画像データを用いて所定の演算処理を行い、得られた演算結果に
基づき制御部２０１が撮像部２０２のフォーカスレンズや絞り、シャッターを制御するこ
とで、ＡＦ（オートフォーカス）処理やＡＥ（自動露出）処理を行う。さらに、画像処理
部２０３は、水平方向および垂直方向のバンドパスフィルタにより画像データからエッジ
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成分を検出し、検出されたエッジ成分に関してパターンマッチングを行い、目及び鼻、口
、耳の候補群を抽出して被写体の顔を検出する。そして、画像処理部２０３は、検出され
た顔の特徴情報などを記録媒体２１０に記録する。さらにまた、画像処理部２０３は、連
続的に撮像された画像データの差分から動きベクトルを抽出し、被写体の動きを検出する
機能や、顔の特徴情報が登録されたデータベースを参照することにより、検出された顔の
人物を認証する機能を備えている。なお、これらの機能は所定のプログラムに基づき実行
しても良いし、画像処理部２０３に各機能を実現するための回路を組み込んでも良い。い
ずれの場合であっても、制御部２０１の制御により、画像処理部２０３が各画像処理を行
う手段として動作することになる。
【００２１】
　不揮発性メモリ２０４は、電気的に消去・記録可能なメモリであり、例えばＥＥＰＲＯ
Ｍ等が用いられる。不揮発性メモリ２０４には、制御部２０１の動作用の定数、プログラ
ム等が記録される。ここでいう、プログラムとは、本実施形態にて後述する各種フローチ
ャートを実行するためのプログラムのことである。
【００２２】
　作業用メモリ２０５は、制御部２０１の動作用の定数、変数、不揮発性メモリ２０４か
ら読み出したプログラムなどを展開する作業領域として使用される。また、作業用メモリ
２０５は、撮像部２０２で撮像された画像データを一時的に保持するバッファメモリや、
表示部２０７の画像表示用メモリとして使用される。
【００２３】
　操作部２０６は、ユーザからの各種操作を受け付ける各種スイッチ、ボタン、タッチパ
ネル等の操作部材からなり、例えば、電源スイッチ、シャッタースイッチ、モード切替ス
イッチなどを含む。モード切替スイッチは回転式のダイヤルスイッチ（図５のモードダイ
ヤル５０１）からなり、制御部２０１の動作モードを静止画記録モード、動画記録モード
、再生モードなどに切り替える。静止画記録モードに含まれるモードとして、オート撮影
モード、オートシーン判別モード、マニュアルモード（Ｍ）、プログラムＡＥモード（Ｐ
）、カスタムモード、リモート撮影モードなどがある。また、シャッタースイッチは、デ
ジタルカメラ２００に設けられたシャッターボタンの操作途中、いわゆる半押し（撮影準
備指示）でＯＮとなり第１シャッタースイッチ信号ＳＷ１を発生する。第１シャッタース
イッチ信号ＳＷ１を受けて、制御部２０１は撮像部２０２を制御することによりＡＦ（オ
ートフォーカス）処理やＡＥ（自動露出）処理、ＡＷＢ（オートホワイトバランス）処理
、ＥＦ（フラッシュプリ発光）処理などの動作を開始する。また、シャッタースイッチは
、シャッターボタンの操作完了、いわゆる全押し（撮影指示）でＯＮとなり、第２シャッ
タースイッチ信号ＳＷ２を発生する。制御部２０１は、第２シャッタースイッチ信号ＳＷ
２を受けて、撮像部２０２からの信号読み出しから記録媒体２１０に画像データを書き込
むまでの一連の撮影処理の動作を開始する。
【００２４】
　表示部２０７は、撮影時のビューファインダー画像の表示、撮影した画像の表示、対話
的な操作のための文字表示などを行う。表示部２０７は、例えば、液晶ディスプレイ、有
機ＥＬディスプレイ等の表示デバイスである。表示部２０７は、デジタルカメラ２００と
一体化された構成であっても、デジタルカメラ２００と接続された外部機器であっても良
い。
【００２５】
　記録媒体２１０は、画像処理部２０３により符号化された画像ファイルが記録されたり
、制御部２０１により既に記録されている画像ファイルが読み出される。記録媒体２１０
は、デジタルカメラ２００に装着されるメモリカードやハードディスクドライブなどであ
っても良いし、デジタルカメラ２００に内蔵されたフラッシュメモリやハードディスクド
ライブであっても良い。
【００２６】
　接続部２１１は、スマートフォン３００などの外部装置と接続するためのインターフェ
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ースである。本実施形態のデジタルカメラ２００は、接続部２１１を介して、外部装置と
データの授受を行うことができる。なお、本実施形態では、接続部２１１は外部装置と無
線ＬＡＮで通信するためのインターフェースを含む。制御部２０１は、接続部２１１を制
御することで外部装置との無線通信を実現する。なお、通信方式は無線ＬＡＮに限定され
るものではなく、例えばＵＳＢ（Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ Ｓｅｒｉａｌ Ｂｕｓ）やＢｌｕｅ
ｔｏｏｔｈ（登録商標）などを用いることができる。なお、ＮＦＣ（Ｎｅａｒ Ｆｉｅｌ
ｄ Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ）など、通信距離が１０ｃｍ前後の近接無線通信を用い
ることもできるが、リモート撮影のメリットを享受するためにはある程度の通信距離（数
ｍ以上）を有する通信方法が望ましい。
【００２７】
　なお、本実施形態におけるデジタルカメラ２００は、無線ＬＡＮのインフラストラクチ
ャモードにおけるスレーブ装置として動作することが可能である。スレーブ装置として動
作する場合、周辺のアクセスポイント（以下、ＡＰ）に接続することで、ＡＰが形成する
ネットワークに参加することが可能である。また、本実施形態におけるデジタルカメラ２
００は、ＡＰの一種ではあるが、より機能が限定された簡易的なＡＰ（以下、簡易ＡＰ）
として動作することも可能である。なお、本実施形態におけるＡＰは中継装置の一例であ
る。デジタルカメラ２００が簡易ＡＰとして動作すると、デジタルカメラ２００は自身で
ネットワークを形成する。デジタルカメラ２００の周辺の装置は、デジタルカメラ２００
をＡＰと認識し、デジタルカメラ２００が形成したネットワークに参加することが可能と
なる。上記のようにデジタルカメラ２００を動作させるためのプログラムは不揮発性メモ
リ２０４に保持されているものとする。
【００２８】
　なお、本実施形態におけるデジタルカメラ２００はＡＰの一種であるものの、スレーブ
装置から受信したデータをインターネットプロバイダなどに転送するゲートウェイ機能は
有していない簡易ＡＰである。したがって、自機が形成したネットワークに参加している
他の装置からデータを受信しても、それをインターネットなどのネットワークに転送する
ことはできない。
【００２９】
　＜通信機器の構成＞次に、図３を参照して、本発明の通信機器を適用した一実施形態の
スマートフォン３００の構成及び機能について説明する。なお、以下では、本発明の通信
機器の一例としてスマートフォンについて述べるが、これに限られない。本発明は、例え
ば携帯電話、無線機能付きのデジタルカメラ、携帯型のメディアプレーヤやいわゆるタブ
レットデバイス、パーソナルコンピュータ（ＰＣ）などの情報処理装置にも適用できる。
【００３０】
　本実施形態のスマートフォン３００は、制御部３０１、撮像部３０２、不揮発性メモリ
３０３、作業用メモリ３０４、操作部３０５、表示部３０６、記録媒体３１０、接続部３
１１を備える。上記各要素の基本的な機能はデジタルカメラ２００と同様であり、詳細な
説明は省略する。なお、通信機器をＰＣとした場合、ＰＣは表示部を備えている必要はな
く、表示部の表示を制御する表示制御機能を有していれば良い。
【００３１】
　なお、不揮発性メモリ３０３には、デジタルカメラ２００と通信するためのプログラム
が保持され、カメラアプリケーションとしてインストールされているものとする。なお、
本実施形態におけるスマートフォン３００の処理は、カメラアプリケーションにより提供
されるプログラムを読み込むことにより実現される。なお、カメラアプリケーションはス
マートフォン３００にインストールされたＯＳの基本的な機能を利用するためのプログラ
ムを有しているものとする。なお、スマートフォン３００のＯＳが本実施形態における処
理を実現するためのプログラムを有していても良い。
【００３２】
　公衆網接続部３１２は、公衆無線通信を行う際に用いられるインターフェースである。
スマートフォン３００は、公衆網接続部３１２を介して、他の機器と通話をしたり、デー
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タ通信をすることができる。通話の際には、制御部３０１はマイク３１３およびスピーカ
３１４を介して音声信号の入力と出力を行う。本実施形態では、公衆網接続部３１２は３
Ｇを用いた通信を行うためのインターフェースを含むものとする。なお、３Ｇに限らず、
ＬＴＥやＷｉＭＡＸ、ＡＤＳＬ、ＦＴＴＨ、いわゆる４Ｇといった他の通信方式を用いて
も良い。また、接続部３１１および公衆網接続部３１２は必ずしも独立したハードウェア
で構成する必要はなく、例えば１つのアンテナで兼用することも可能である。
【００３３】
　＜通常撮影モード時の撮影制御＞次に、図４および図５を参照して、本実施形態のデジ
タルカメラ２００による通常撮影モード（図１（ａ））における撮影動作について説明す
る。
【００３４】
　図５は、通常撮影モード時にデジタルカメラ２００の表示部２０７に表示されるビュー
ファインダー画面を例示している。（ａ）は露出制御モードの設定を変更する際の画面、
（ｂ）はホワイトバランス制御モードの設定を変更する際の画面、（ｃ）はフォーカス制
御モードの設定を変更する際の画面を例示している。
【００３５】
　図５（ａ）では、ユーザは操作部２０６に含まれるモードダイヤル５０１を回転させる
ことにより、露出制御モードの設定を自動で行うプログラムＡＥモード（Ｐ）からマニュ
アルモード（Ｍ）に変更することができる。マニュアルモード（Ｍ）では、ユーザは、４
方向ボタン５０４やＳＥＴボタン５０５を操作することによって、表示部２０７に表示さ
れたシャッター速度５０２や絞り（Ｆ）値５０３を所望の値に設定できる。そして、制御
部２０１はユーザにより設定された露出条件で撮影を実施する。
【００３６】
　図５（ｂ）では、ユーザは４方向ボタン５０４を操作し、ファンクションメニュー５０
６から所望のモードを選択することによって、ホワイトバランス制御モードの設定をオー
トからマニュアルに変更することができる。マニュアル設定では、ユーザは白データを指
定することができ、制御部２０１はユーザにより指定された白データを基準としたホワイ
トバランスで撮影を実施する。
【００３７】
　図５（ｃ）では、ユーザは操作部２０６に含まれるマニュアルフォーカスボタン（４方
向ボタン５０４の左ボタン５０４ａ）を押下することによって、フォーカス制御モードの
設定をオートからマニュアル（ＭＦ）に変更することができる。マニュアルフォーカス（
ＭＦ）では、ユーザはフォーカスインジケータ５０７を見ながら操作部２０６を操作する
ことで、ピントを合わせる位置を指定することができ、制御部２０１はユーザにより指定
されたピントの位置に合わせて撮影を実施する。
【００３８】
　このように、図１（ａ）に示す通常撮影モードにおいて、デジタルカメラ２００をマニ
ュアルモードに設定した場合には、ユーザが撮影条件を詳細に設定することができる。
【００３９】
　＜通常撮影動作＞図４を参照して、本実施形態のデジタルカメラ２００による通常撮影
動作について説明する。
【００４０】
　なお、図４の処理は、不揮発性メモリ２０４に格納されたプログラムを、作業用メモリ
２０５に読み出して制御部２０１が実行することにより実現される。また、図４の処理は
、静止画記録モードなどに設定された状態でデジタルカメラ２００が起動されると開始さ
れる。
【００４１】
　ステップＳ４０１では、制御部２０１は、撮像部２０２によりライブビュー表示用の画
像のキャプチャを開始する。
【００４２】
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　ステップＳ４０２では、制御部２０１は、画像処理部２０３により、ステップＳ４０１
にてキャプチャされた画像データから、ライブビュー表示用の画像データを生成し、作業
用メモリ２０５に書き込む。また、制御部２０１は、画像処理部２０３により、撮像され
た画像データに、ホワイトバランスや色、明るさ等を調整する画質調整処理や表示用サイ
ズへのリサイズ処理などを行う。
【００４３】
　ステップＳ４０３では、制御部２０１は、ステップＳ４０２で生成されたライブビュー
表示用画像データを表示部２０７に表示する。このようにライブビュー表示用画像データ
が生成される度に、表示部２０７に表示される画像が更新されることで、電子ビューファ
インダー機能（ＥＶＦ）が実現される。
【００４４】
　ステップＳ４０４では、制御部２０１は、画像処理部２０３により、ステップＳ４０２
で生成した表示用画像データの中に人物の顔が存在するか否かを検出する（被写体検出処
理）。ここでは、画像処理部２０３が、水平方向および垂直方向のバンドパスフィルタに
より画像データからエッジ成分を検出し、検出されたエッジ成分に関してパターンマッチ
ングを行い、目及び鼻、口、耳の候補群を抽出して人物の顔を検出する。そして、制御部
２０１は、顔が検出された場合、検出された顔領域の位置座標、サイズ（幅、高さ）、検
出個数、信頼性係数などを顔情報として作業用メモリ２０５に記憶し、顔が検出されなか
った場合、作業用メモリ２０５の顔情報に０を設定する。
【００４５】
　ステップＳ４０５では、制御部２０１は、作業用メモリ２０５に記憶されている顔情報
を参照し、ステップＳ４０４において顔が検出されたか否かを判定する。顔が検出されて
いない場合、制御部２０１は、何もせずにステップＳ４０９に進む。顔が検出されている
場合はステップＳ４０６に進む。
【００４６】
　ステップＳ４０６では、制御部２０１は画像処理部２０３により、ステップＳ４０２で
生成した表示用画像データと１フレーム直前の画像データの顔領域における輝度信号Ｙの
差分の積分値が最小になる位置を検出し、移動量を被写体の動きベクトルとして抽出する
。この処理は動き検出処理の一例である。
【００４７】
　ステップＳ４０７では、制御部２０１は、画像処理部２０３により人物認証処理を行う
。人物認証処理では、制御部２０１は、ステップＳ４０２で生成した表示用画像データ内
の検出された顔の特徴情報を抽出し、不揮発性メモリ２０４に記憶されている人物の特徴
情報と比較して、登録されている人と一致するか否かを判定する。この処理は、被写体認
証処理の一例である。
【００４８】
　ステップＳ４０８では、制御部２０１は、ステップＳ４０４で検出された顔情報、ステ
ップＳ４０６で抽出された動きベクトルおよびステップＳ４０７における人物認証結果に
基づいて主顔（主被写体）を特定する。
【００４９】
　ステップＳ４０９では、制御部２０１は、シャッタースイッチが半押しされて第１シャ
ッタースイッチ信号ＳＷ１がＯＮとなったか否かを判定する。判定の結果、第１シャッタ
ースイッチ信号ＳＷ１がオンとなっていない場合はステップＳ４０１に戻り、オンとなっ
た場合はステップＳ４１０に進む。
【００５０】
　ステップＳ４１０では、制御部２０１は、露出制御モードがマニュアルモード（Ｍ）に
セットされているか否かを判定する（図５（ａ））。マニュアルモード（Ｍ）にセットさ
れている場合はステップＳ４１１に進み、マニュアルモードでない場合はステップＳ４１
２に進む。
【００５１】
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　ステップＳ４１１では、制御部２０１は、撮像部２０２のシャッターおよび絞りをユー
ザが設定した値になるよう露出制御を行い、ステップＳ４１５に進む。
【００５２】
　ステップＳ４１２では、制御部２０１は、作業用メモリ２０５に記憶されている顔情報
を参照し、ステップＳ４０４において顔が検出されたか否かを判定する。判定の結果、顔
が検出されている場合はステップＳ４１３に進み、検出されていない場合はステップＳ４
１４に進む。
【００５３】
　ステップＳ４１３では、制御部２０１は、ステップＳ４０８で特定した主顔領域に対し
て測光処理を行い、主顔領域が適正露出となるシャッター速度および絞り値になるよう撮
像部２０２のシャッターおよび絞りを自動で制御する。
【００５４】
　ステップＳ４１４では、制御部２０１は、画面全体に対して測光処理を行い、適正露出
となるシャッター速度および絞り値になるよう撮像部２０２のシャッターおよび絞りを自
動で制御する。
【００５５】
　ステップＳ４１５では、制御部２０１は、ホワイトバランス制御モードがマニュアルに
セットされているか否かを判定する（図５（ｂ））。マニュアルにセットされている場合
はステップＳ４１６に進み、オートにセットされている場合はステップＳ４１７に進む。
【００５６】
　ステップＳ４１６では、制御部２０１は、画像処理部２０３の色処理の設定をユーザが
設定した値になるよう制御し、ステップＳ４２０に進む。
【００５７】
　ステップＳ４１７では、制御部２０１は、作業用メモリ２０５に記憶されている顔情報
を参照し、ステップＳ４０４において顔が検出されたか否かを判定する。判定の結果、顔
が検出されている場合はステップＳ４１８に進み、検出されていない場合はステップＳ４
１９へ進む。
【００５８】
　ステップＳ４１８では、制御部２０１は、ステップＳ４０８で特定した主顔領域に対し
て、肌の色が適正となるよう画像処理部２０３の色処理の設定を自動で調節する。
【００５９】
　ステップＳ４１９では、制御部２０１は、適正な色となるよう画像処理部２０３の色処
理の設定を自動で調節する。
【００６０】
　ステップＳ４２０では、制御部２０１は、フォーカス制御モードがマニュアルにセット
されているか否かを判定する（図５（ｃ））。判定の結果、マニュアルフォーカスにセッ
トされている場合はステップＳ４２１に進み、オートフォーカスにセットされている場合
はステップＳ４２２に進む。
【００６１】
　ステップＳ４２１では、制御部２０１は、撮像部２０２のフォーカスレンズをユーザが
設定した距離にピントが合うよう制御し、ステップＳ４２５に進む。
【００６２】
　ステップＳ４２２では、制御部２０１は、作業用メモリ２０５に記憶されている顔情報
を参照し、ステップＳ４０４において顔が検出されたか否かを判定する。判定の結果、顔
が検出されている場合はステップＳ４２３に進み、検出されていない場合はステップＳ４
２４に進む。
【００６３】
　ステップＳ４２３では、制御部２０１は、ステップＳ４０８で特定した主顔領域に対し
て測距処理を行い、主顔領域にピントが合うよう撮像部２０２のフォーカスレンズを自動
で制御する。
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【００６４】
　ステップＳ４２４では、制御部２０１は、画面全体を複数のブロックに分けて測距処理
を行い、ピントが合うよう撮像部２０２のフォーカスレンズを自動で制御する。
【００６５】
　ステップＳ４２５では、制御部２０１は、ステップＳ４０１と同様に、撮像部２０２に
より、ライブビュー表示用の画像のキャプチャを行う。
【００６６】
　ステップＳ４２６では、制御部２０１は、ステップＳ４０２と同様に、画像処理部２０
３により、ステップＳ４２５にてキャプチャされた画像データから、表示部２０７にライ
ブビュー表示用の画像データを生成し、作業用メモリ２０５に書き込む。
【００６７】
　ステップＳ４２７では、制御部２０１は、ステップＳ４０４と同様に、ステップＳ４２
６で生成されたライブビュー表示用画像データを表示部２０７に表示する。
【００６８】
　ステップＳ４２８では、制御部２０１は、シャッタースイッチが全押しされて第２シャ
ッタースイッチ信号ＳＷ２がＯＮとなったか否かを判定する。判定の結果、第２シャッタ
ースイッチ信号ＳＷ２がオンとなっていない場合はステップＳ４０９に進み、オンとなっ
た場合はステップＳ４３０に進む。
【００６９】
　ステップＳ４２９では、制御部２０１は、シャッタースイッチが半押しされたまま第１
シャッタースイッチ信号ＳＷ１がＯＮとなっているか否かを判定する。判定の結果、第１
シャッタースイッチ信号ＳＷ１がオンとなっていない場合はステップＳ４０１に戻り、オ
ンとなっている場合はステップＳ４２５に戻り、次のフレームの処理を続行する。
【００７０】
　ステップＳ４３０では、制御部２０１は、撮影処理を行う。撮影処理では、撮像部２０
２により静止画用にキャプチャされた画像データに対し、画像処理部２０３で各種処理を
行った後、ＪＰＥＧ等により圧縮符号化し、作業用メモリ２０５に書き込む。
【００７１】
　ステップＳ４３１では、制御部２０１は、ステップＳ４３０でキャプチャされた画像デ
ータから、画像処理部２０３によりレビュー表示用の画像データを生成し、作業用メモリ
２０５に書き込み、表示部２０７に表示する。
【００７２】
　ステップＳ４３２では、制御部２０１は、ステップＳ４２９で作業用メモリ２０５に書
き込まれた圧縮画像データを画像ファイルとして記録媒体２１０に記録し、撮影動作を終
了する。
【００７３】
　以上説明したように、通常撮影動作では、露出、ホワイトバランス、フォーカスといっ
た撮影条件に関して、カメラ任せのオート撮影とユーザが設定した条件によるマニュアル
撮影が選択可能である。また、マニュアル撮影では、ユーザは詳細な撮影条件の設定が可
能である。オート撮影では、顔検出により得られた顔情報に基づいてＡＦ、ＡＥ、ＡＷＢ
などの制御を行うことで、人物を適正な露出で、人物の肌を適正な色で、人物にピントを
合わせて撮影を行うことができる。また、動き検出を行い抽出された動きベクトルを利用
することによって、被写体が動いている場合にも、主顔を特定することができ、人物を適
正な露出で、人物の肌を適正な色で、人物にピントを合わせて撮影を行うことができる。
さらに、人物認証結果に基づいて主顔を特定することで、主被写体以外の人物が画面内に
存在し、画面の中央以外に配置されている場合でも、主被写体である人物を適正な露出で
、人物の肌を適正な色で、人物にピントを合わせて撮影を行うことができる。
【００７４】
　＜リモート撮影モード時の撮影制御＞次に、図６および図７を参照して、本実施形態の
デジタルカメラ２００によるリモート撮影モード（図１（ｂ））における撮影動作につい
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て説明する。
【００７５】
　図７は、リモート撮影モード時のスマートフォン３００の表示部３０６に表示される画
面を例示している。（ａ）はリモート撮影モードの設定をする際の画面、（ｂ）および（
ｃ）はユーザがズームやストロボ、セルフタイマーなどの設定を行う際の画面を例示して
いる。
【００７６】
　図７において、ユーザがスマートフォン３００にインストールされているカメラアプリ
ケーション（以下、カメラアプリ）を起動すると、カメラアプリは図７（ａ）に示すＧＵ
Ｉをユーザが選択可能に表示部３０６に表示する。ユーザが表示部３０６に表示されたＧ
ＵＩからリモート撮影ボタン７０１をタッチして選択すると、無線接続されたデジタルカ
メラ２００からキャプチャされた画像が送信され、図７（ｂ）に示すライブビュー画像が
表示される。ユーザは、図７（ｂ）に示すライブビュー画像の下に表示されたズーム設定
ボタン７０２を操作することで、ライブビュー画像のズーム倍率を設定できる。
【００７７】
　図７（ｂ）において、ユーザが表示部３０６に表示されたＧＵＩから設定ボタン７０３
をタッチして選択すると、図７（ｃ）に示すストロボ設定変更ボタン７０４とセルフタイ
マー設定ボタン７０５が表示される。ユーザは、ストロボ設定変更ボタン７０４をタッチ
操作することでストロボ発光のＯＮ／ＯＦＦを設定でき、セルフタイマー設定ボタン７０
５をタッチ操作することでセルフタイマーのＯＮ／ＯＦＦを設定できる。
【００７８】
　本実施形態におけるリモート撮影モードでは、スマートフォン３００をリモコンとして
撮影者自身を撮影するユースケースを想定しているため、ストロボやセルフタイマーの設
定を変更できる。一方、本実施形態におけるリモート撮影モードでは、露出制御、ホワイ
トバランス制御、およびフォーカス制御などの撮影条件は、全てカメラ任せのオート撮影
のみとなり、マニュアル撮影の選択は不可となる。
【００７９】
　＜リモート撮影動作＞図６を参照して、本実施形態のデジタルカメラ２００によるリモ
ート撮影動作について説明する。
【００８０】
　なお、図６の処理は、不揮発性メモリ２０４に格納されたプログラムを、作業用メモリ
２０５に読み出して制御部２０１が実行することにより実現される。また、図６の処理は
、スマートフォン３００のカメラアプリが起動され、スマートフォン３００との間で無線
接続を確立し、静止画記録モードなどに設定された状態でデジタルカメラ２００が起動さ
れると開始される。
【００８１】
　ここで、無線接続は、制御部２０１が接続部２１１を制御することで実現され、無線ネ
ットワークの接続を確立する無線ＬＡＮ接続処理と、相手機器との通信セッションを確立
する機器接続処理からなる。スマートフォン３００との無線接続処理は、例えば次のよう
な処理を実行することで実現される。デジタルカメラ２００は、まず周辺の無線ネットワ
ークの検索を行い、接続する無線ネットワークが存在するか確認する。その後、所望の無
線ネットワークへの無線ＬＡＮ接続処理を行い、ＩＰアドレスの設定処理を実行する。な
お、前述のように周辺の無線ネットワークを検索し、所望の無線ネットワークに参加する
ことも可能であるが、デジタルカメラ２００自身が無線ネットワークを生成することも可
能である。この場合、スマートフォン３００をデジタルカメラ２００が生成した無線ネッ
トワークに参加させることで無線ＬＡＮ接続を確立することも可能である。その後、接続
した無線ネットワーク上で接続相手のスマートフォン３００の検索を行う。機器の検索は
ＵＰｎＰ（Ｕｎｉｖａｒｓａｌ Ｐｌｕｇ ａｎｄ Ｐｌａｙ）やｍＤＮＳ（Ｍｕｌｔｉｃ
ａｓｔ ＤＮＳ）等の機器検索プロトコルにより実現される。機器検索処理により接続相
手のスマートフォン３００を発見すると、スマートフォン３００との間で通信セッション
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を確立するための機器接続処理を行う。
【００８２】
　図６において、ステップＳ６０１では、制御部２０１は、撮像部２０２により、スマー
トフォン３００に送信するための、ライブビュー表示用の画像のキャプチャを開始する。
【００８３】
　ステップＳ６０２では、制御部２０１は、撮像部２０２によりキャプチャされた画像デ
ータに対し、画像処理部２０３で各種処理を行った後、ＪＰＥＧ等により圧縮符号化する
。そして、圧縮符号化した画像に基づき、スマートフォン３００に送信するライブビュー
表示用（以下、リモート表示用）の画像データを生成し、作業用メモリ２０５に書き込む
。
【００８４】
　ステップＳ６０３では、制御部２０１は、スマートフォン３００から、リモート表示用
の画像データの送信要求を受信したか否かを判定する。判定の結果、送信要求を受けてい
ない場合はステップＳ６０５に進み、送信要求を受けた場合はステップＳ６０４に進む。
【００８５】
　ステップＳ６０４では、制御部２０１は、ステップＳ６０２で作業用メモリ２０５に書
き込まれたリモート表示用の画像データを、スマートフォン３００に送信する。このよう
に、デジタルカメラ２００は、スマートフォン３００にリモート表示用の画像データを転
送することで、スマートフォン３００の表示部３０６にライブビュー表示を行うことがで
きる。
【００８６】
　ステップＳ６０５では、制御部２０１は、画像処理部２０３により、ステップＳ６０２
で生成した表示用画像データの中に人物の顔が存在するか否かを検出する。
【００８７】
　ステップＳ６０６では、制御部２０１は、作業用メモリ２０５に記憶されている顔情報
を参照し、ステップＳ６０５において顔が検出されたか否かを判定する。判定の結果、顔
が検出されていない場合はステップＳ６０８に進み、検出されている場合はステップＳ６
０７に進む。
【００８８】
　ステップＳ６０７では、制御部２０１は、ステップＳ６０５で検出された顔情報に基づ
いて主顔（主被写体）を特定する。なお、本フローチャートでは、主顔の特定に動き検出
や人物認証を用いない。
【００８９】
　ステップＳ６０８では、制御部２０１は、スマートフォン３００から撮影要求を受信し
たか否かを判定する。判定の結果、静止画撮影要求を受けた場合はステップＳ６０９に進
み、受けていない場合はステップＳ６０１に戻り、次のフレームの処理を続行する。
【００９０】
　ステップＳ６０９では、制御部２０１は、作業用メモリ２０５に記憶されている顔情報
を参照し、ステップＳ６０５において顔が検出されたか否かを判定する。判定の結果、顔
が検出されている場合はステップＳ６１０に進み、検出されていない場合はステップＳ６
１３に進む。
【００９１】
　ステップＳ６１０では、制御部２０１は、ステップＳ６０７で特定した主顔領域に対し
て測光処理を行い、主顔領域が適正露出となるシャッター速度および絞り値になるよう撮
像部２０２のシャッターおよび絞りを自動で制御する。
【００９２】
　ステップＳ６１１では、制御部２０１は、ステップＳ６０７で特定した主顔領域に対し
て、肌の色が適正となるよう画像処理部２０３の色処理の設定を自動で調節する。
【００９３】
　ステップＳ６１２では、制御部２０１は、ステップＳ６０７で特定した主顔領域に対し
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て測距処理を行い、主顔領域にピントが合うよう撮像部２０２のフォーカスレンズを自動
で制御し、ステップＳ６１６に進む。
【００９４】
　一方、ステップＳ６１３では、制御部２０１は、画面全体に対して測光処理を行い、適
正露出となるシャッター速度および絞り値になるよう撮像部２０２のシャッターおよび絞
りを自動で制御する。
【００９５】
　ステップＳ６１４では、制御部２０１は、適正な色となるよう画像処理部２０３の色処
理の設定を自動で調節する。
【００９６】
　ステップＳ６１５では、制御部２０１は、画面全体を複数のブロックに分けて測距処理
を行い、ピントが合うよう撮像部２０２のフォーカスレンズを自動で制御し、ステップＳ
６１６に進む。
【００９７】
　ステップＳ６１６では、制御部２０１は、撮像部２０２により静止画用にキャプチャさ
れた画像データに対し、画像処理部２０３で各種処理を行った後、ＪＰＥＧ等により圧縮
符号化し、作業用メモリ２０５に書き込む。
【００９８】
　ステップＳ６１７では、制御部２０１は、ステップＳ６１６で作業用メモリ２０５に書
き込まれた圧縮画像データを画像ファイルとして記録媒体２１０に記録する。
【００９９】
　ステップＳ６１８では、制御部２０１は、スマートフォン３００から撮影画像の送信要
求を受信したか否かを判定する。判定の結果、送信要求を受けた場合はステップＳ６１９
に進み、受けていない場合は処理を終了する。
【０１００】
　ステップＳ６１９では、制御部２０１は、スマートフォン３００の記録媒体３１０に、
ステップＳ６１７において記録媒体２１０に記録した圧縮画像データを、スマートフォン
３００に送信する。スマートフォン３００は、デジタルカメラ２００から受信した圧縮画
像データを記録媒体３１０に記録する。
【０１０１】
　以上説明したように、本実施形態におけるリモート撮影では、露出制御、ホワイトバラ
ンス制御、およびフォーカス制御などの撮影条件は、全てカメラ任せのオート撮影のみと
なり、マニュアル撮影の選択は不可となる。また、スマートフォン３００を遠隔操作して
撮影者自身を撮影するユースケースを想定しているため、被写体が動いている場合や、主
被写体以外の人物が画面内に存在し、画面の中央以外に配置されている場合を考慮する必
要がない。このため、通常撮影動作のような動き検出や人物認証を行わなくとも、顔検出
により得られた顔情報に基づいてＡＦ、ＡＥ、ＡＷＢなどの制御を行うことで、人物を適
正な露出で、人物の肌を適正な色で、人物にピントを合わせて撮影できる可能性が高くな
る。
【０１０２】
　このように、本実施形態でのリモート撮影では、撮影に影響の少ない動き検出や人物認
証を行わないことで、消費電力の増加による撮影可能枚数の減少や、演算処理負荷の増加
によるリモート表示用画像の表示レート低下を抑えることができる。
【０１０３】
　［実施形態２］次に、実施形態２として、デジタルカメラ２００は動き検出や人物認証
を行わず、主被写体をユーザが指定する例について説明する。
【０１０４】
　本実施形態では、リモート表示用画像が表示されたスマートフォン３００を操作するこ
とで主被写体を指定できる。このようにすることで、指定された主被写体情報に基づいて
ＡＦ、ＡＥ、ＡＷＢなどの制御を行い、主被写体を適正な露出、適正な色で、主被写体に
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ピントを合わせて撮影を行うことができる。また、動き検出や人物認証を行わず、顔検出
も指定された主被写体に制限して実行されるため、さらに消費電力や演算処理負荷を低減
できるようになる。
【０１０５】
　＜リモート撮影モード時の撮影制御＞図８および図９を参照して、本実施形態のデジタ
ルカメラ２００によるリモート撮影モード（図１（ｂ））における撮影動作について説明
する。
【０１０６】
　図９は、リモート撮影モード時のスマートフォン３００の表示部３０６に表示される画
面を例示している。（ａ）は主被写体を指定する際のユーザ操作および画面、（ｂ）はユ
ーザにより指定された主被写体が識別できるように表示された画面を例示している。
【０１０７】
　ユーザが、図９（ａ）に示すようにスマートフォン３００の表示部３０６に表示された
ライブビュー画像を見ながら、主被写体に指定したい位置をタッチすると、図９（ｂ）に
示すように、表示部３０６のタッチした位置に主被写体を示す枠９０１が表示される。ま
た、主被写体が指定されると、スマートフォン３００から主被写体領域の情報がデジタル
カメラ２００に送信される。デジタルカメラ２００では、指定された主被写体領域から検
出された被写体情報に基づいてＡＦ、ＡＥ、ＡＷＢなどの制御を行い、主被写体を適正な
露出、適正な色で、主被写体にピントを合わせて撮影を行うことができる。
【０１０８】
　＜リモート撮影動作＞図８を参照して、本実施形態のデジタルカメラ２００によるリモ
ート撮影動作について説明する。
【０１０９】
　なお、図８の処理は、不揮発性メモリ２０４に格納されたプログラムを、作業用メモリ
２０５に読み出して制御部２０１が実行することにより実現される。また、図８の処理は
、スマートフォン３００のカメラアプリが起動され、リモコンであるスマートフォン３０
０との間で無線接続を確立し、静止画記録モードなどに設定された状態でデジタルカメラ
２００が起動されると開始される。
【０１１０】
　なお、図８のステップＳ８０１～Ｓ８０４、Ｓ８０７、Ｓ８０９～８１８はそれぞれ、
図６のステップＳ６０１～Ｓ６０４、Ｓ６０８、Ｓ６１０～Ｓ６１９と同様である。よっ
て、以下では、図６と異なる点を中心に説明を進める。
【０１１１】
　図８において、ステップＳ８０５では、制御部２０１は、無線接続されたスマートフォ
ン３００から主被写体領域の情報を受信したか、つまり、主被写体領域の指定が行われた
か否かを判定する。判定の結果、主被写体領域が指定されていない場合はステップＳ８０
７に進み、主被写体領域が指定された場合はステップＳ８０６に進む。
【０１１２】
　ステップＳ８０６では、制御部２０１は、スマートフォン３００から受信した主被写体
領域の情報に基づいて主被写体を特定し、主被写体情報として位置座標、サイズ（幅、高
さ）を作業用メモリ２０５に記憶する。なお、制御部２０１は、主被写体領域に対して顔
検出を行い、検出された顔領域の位置座標、サイズ（幅、高さ）などを顔情報として作業
用メモリ２０５に記憶し、顔が検出されなかった場合、作業用メモリ２０５の顔情報に０
を設定する。
【０１１３】
　その後、ステップＳ８０７でスマートフォン３００から撮影要求を受けると、ステップ
Ｓ８０８に進み、制御部２０１は、作業用メモリ２０５に記憶されている主被写体情報を
参照し、主被写体情報があるか否かを判定する。判定の結果、主被写体情報がある場合は
ステップＳ８０９に進み、主被写体情報がない場合はステップＳ８１２～Ｓ８１８の処理
を実行する。
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【０１１４】
　ステップＳ８０９では、制御部２０１は、作業用メモリ２０５に記憶されている主被写
体情報を参照し、主被写体領域に対して測光処理を行う。そして、主被写体領域が適正露
出となるシャッター速度および絞り値になるよう撮像部２０２のシャッターおよび絞りを
自動で制御する。
【０１１５】
　ステップＳ８１０では、制御部２０１は、作業用メモリ２０５に記憶されている主被写
体情報を参照し、主被写体領域の色が適正となるよう画像処理部２０３の色処理の設定を
自動で調節する。
【０１１６】
　ステップＳ８１１では、制御部２０１は、作業用メモリ２０５に記憶されている主被写
体情報を参照し、主被写体領域に対して測距処理を行い、主被写体領域にピントが合うよ
う撮像部２０２のフォーカスレンズを自動で制御する。
【０１１７】
　その後、ステップＳ８１５～Ｓ８１８の処理を実行する。
【０１１８】
　以上説明してきたように、本実施形態のリモート撮影動作では、動き検出や人物認証を
行わず、顔検出もユーザが指定した主被写体のみに限定して行う。このようにスマートフ
ォン３００から主被写体を指定できるようにして、指定された主被写体情報に基づいてＡ
Ｆ、ＡＥ、ＡＷＢなどの制御を行うことで、主被写体を適正な露出、適正な色で、主被写
体にピントを合わせて撮影を行うことができる。また、動き検出や人物認証を行わず、顔
検出もユーザが指定した主被写体のみに限定して行うため、さらに消費電力や演算処理負
荷を低減できるようになる。
【０１１９】
　［他の実施形態］
　本発明は、以下の処理を実行することによっても実現される。即ち、上記実施形態の機
能を実現するソフトウェア（プログラム）をネットワーク又は各種記憶媒体を介してシス
テム或いは装置に供給し、そのシステム或いは装置のコンピュータ（又はＣＰＵやＭＰＵ
等）がプログラムコードを読み出して実行する処理である。この場合、そのプログラム、
及び該プログラムを記憶した記憶媒体は本発明を構成することになる。
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