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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　画像を取得する取得部と、
　前記取得部により取得された前記画像から、合焦対象とする被写体の第１の種類の領域
を検出する第１の検出部と、
　前記画像の撮影単位で、前記被写体の前記第１の種類を選択する第１の選択部とは異な
り、前記第１の種類を構成する第２の種類を選択する第２の選択部と、
　前記第２の選択部により前記第２の種類が選択された場合、前記第１の検出部により検
出された前記第１の種類の領域に基づいて、前記第２の種類の領域を検出する第２の検出
部と、
　前記第２の検出部により前記第２の種類の領域が検出された場合、前記２の検出部によ
り検出された前記第２の種類の領域を前記画像の合焦領域として設定する領域設定部と
　を備え、
　前記領域設定部は、前記第２の検出部により前記第２の種類の領域が検出されなかった
場合、前記第１の検出部により検出された前記第１の種類の領域を前記画像の合焦領域と
して設定する
　撮影装置。
【請求項２】
　合焦を指示する指示部と、
　前記指示部により前記合焦が指示された場合、前記領域設定部により設定された前記合
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焦領域で前記合焦を行うように、前記取得部を制御する合焦制御部をさらに備える
　請求項１に記載の撮影装置。
【請求項３】
　前記取得部により取得された前記画像の撮影単位で、前記被写体の第３の種類を選択す
る第３の選択部と、
　前記第３の選択部により前記第３の種類が選択された場合、前記第３の種類の領域を前
記画像から検出する第３の検出部と
　をさらに備え、
　前記領域設定部は、前記第３の検出部により検出された前記第３の種類の領域を前記合
焦領域として設定する
　請求項１または２に記載の撮影装置。
【請求項４】
　撮影装置が、
　画像を取得する取得ステップと、
　取得された前記画像から、合焦対象とする被写体の第１の種類の領域を検出する第１の
検出ステップと、
　前記画像の撮影単位で、前記被写体の前記第１の種類を選択する第１の選択部とは異な
り、前記第１の種類を構成する第２の種類を第２の選択部で選択する選択ステップと、
　前記第２の種類が選択された場合、検出された前記第１の種類の領域に基づいて、前記
第２の種類の領域を検出する第２の検出ステップと、
　前記第２の種類の領域が検出された場合、検出された前記第２の種類の領域を前記画像
の合焦領域として設定する領域設定ステップと
　を含み、
　前記領域設定ステップでは、前記第２の種類の領域が検出されなかった場合、検出され
た前記第１の種類の領域を前記画像の合焦領域として設定する
　撮影方法。
【請求項５】
　画像を取得する取得部と、前記画像の撮影単位で、合焦対象とする被写体の第１の種類
を選択する第１の選択部と、前記第１の選択部とは異なり、前記第１の種類を構成する第
２の種類を選択する第２の選択部とを備える撮影制御装置を制御するコンピュータを、
　前記画像から、前記被写体の前記第１の種類の領域を検出する第１の検出部と、
　前記第２の選択部により前記第２の種類が選択された場合、前記第１の検出部により検
出された前記第１の種類の領域に基づいて、前記第２の種類の領域を検出する第２の検出
部と、
　前記第２の検出部により前記第２の種類の領域が検出された場合、前記２の検出部によ
り検出された前記第２の種類の領域を前記画像の合焦領域として設定する領域設定部と
　して機能させ、
　前記領域設定部は、前記第２の検出部により前記第２の種類の領域が検出されなかった
場合、前記第１の検出部により検出された前記第１の種類の領域を前記画像の合焦領域と
して設定する
　ためのプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、撮影装置、撮影方法、およびプログラムに関し、特に、合焦対象とする被写
体の種類を撮影ごとに容易に設定することができるようにした撮影装置、撮影方法、およ
びプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　撮影装置において、画像内の人物の顔などの特定の被写体を検出し、その被写体にピン
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トを合わせる機能がある（例えば、特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００９－１１８００９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、合焦対象とする被写体の種類を撮影ごとに容易に設定することはできな
かった。
【０００５】
　本開示は、このような状況に鑑みてなされたものであり、合焦対象とする被写体の種類
を撮影ごとに容易に設定することができるようにするものである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本開示の一側面の撮像装置は、画像を取得する取得部と、前記取得部により取得された
前記画像から、合焦対象とする被写体の第１の種類の領域を検出する第１の検出部と、前
記画像の撮影単位で、前記被写体の前記第１の種類を選択する第１の選択部とは異なり、
前記第１の種類を構成する第２の種類を選択する第２の選択部と、前記第２の選択部によ
り前記第２の種類が選択された場合、前記第１の検出部により検出された前記第１の種類
の領域に基づいて、前記第２の種類の領域を検出する第２の検出部と、前記第２の検出部
により前記第２の種類の領域が検出された場合、前記２の検出部により検出された前記第
２の種類の領域を前記画像の合焦領域として設定する領域設定部とを備え、前記領域設定
部は、前記第２の検出部により前記第２の種類の領域が検出されなかった場合、前記第１
の検出部により検出された前記第１の種類の領域を前記画像の合焦領域として設定する。
【０００７】
　本開示の一側面の撮影方法およびプログラムは、本開示の一側面の撮影装置に対応する
。
【０００８】
　本開示の一側面においては、画像が取得され、取得された前記画像から、合焦対象とす
る被写体の第１の種類の領域が検出され、前記画像の撮影単位で、前記被写体の前記第１
の種類を選択する第１の選択部とは異なり、前記第１の種類を構成する第２の種類が第２
の選択部で選択され、前記第２の種類が選択された場合、検出された前記第１の種類の領
域に基づいて、前記第２の種類の領域が検出される。そして、前記第２の種類の領域が検
出された場合、検出された前記第２の種類の領域が前記画像の合焦領域として設定される
。また、前記第２の種類の領域が検出されなかった場合、検出された前記第１の種類の領
域が前記画像の合焦領域として設定される。
【発明の効果】
【０００９】
　本開示の一側面によれば、被写体に合焦して撮影することができる。また、本開示の一
側面によれば、合焦対象とする被写体の種類を撮影ごとに容易に設定することができる。
【００１０】
　なお、ここに記載された効果は必ずしも限定されるものではなく、本開示中に記載され
たいずれかの効果であってもよい。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本開示を適用した撮影装置の第１実施の形態の外観構成例を示す前面図である。
【図２】図１の撮影装置の外観構成例を示す背面図である。
【図３】図１の撮影装置の外観構成例を示す上面図である。
【図４】図１の撮影装置のハードウエア構成例を示すブロック図である。
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【図５】撮影装置の第１実施の形態の合焦領域制御部の構成例を示すブロック図である。
【図６】顔検出機能の設定画面の例を示す図である。
【図７】顔検出モードと顔枠表示との関係を説明する図である。
【図８】顔検出モードと合焦領域の関係を説明する図である。
【図９】顔検出モード時の表示を説明する図である。
【図１０】顔検出オンモード時の表示を説明する図である。
【図１１】撮影装置の第１実施の形態による顔検出オフ撮影処理を説明するフローチャー
トである。
【図１２】撮影装置の第１実施の形態による顔検出オン撮影処理を説明するフローチャー
トである。
【図１３】本開示を適用した撮影装置の第２実施の形態の合焦領域制御部の構成例を示す
ブロック図である。
【図１４】本開示を適用した撮影装置の第３実施の形態の合焦領域制御部の構成例を示す
ブロック図である。
【図１５】撮影装置の第３実施の形態による顔検出オフ撮影処理を説明するフローチャー
トである。
【図１６】撮影装置の第３実施の形態による顔検出オン撮影処理を説明するフローチャー
トである。
【図１７】コンピュータのハードウエアの構成例を示すブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　＜第１実施の形態＞
　（撮影装置の第１実施の形態の外観構成例）
　図１乃至図３は、本開示を適用した撮影装置の第１実施の形態の外観構成例を示す図で
ある。図１は、撮影装置の前面図であり、図２は、撮影装置の背面図であり、図３は、撮
影装置の上面図である。
【００１３】
　なお、本明細書において、撮影装置のレンズが配置される面を前面といい、前面と対向
する面を背面という。また、前面および背面に垂直な方向を奥行き方向という。
【００１４】
　図１に示すように、撮影装置１０の前面には、被写体から見て右側中央にレンズ１０Ａ
が配置される。レンズ１０Ａは、被写体からの光を集光する。
【００１５】
　また、図１乃至図３に示すように、撮影装置１０の上面には、被写体から見て左側にレ
リーズボタン１１が配置される。レリーズボタン１１は、撮影を行うときに全押しされる
。また、レリーズボタン１１は、画像内の既定領域（例えば、画像の中央の領域、奥行き
方向の位置が最も撮影装置１０に近い被写体の領域など）にピントを合わせる（合焦させ
る）ときに、半押しされる。レリーズボタン１１には、図３に示すように、電源ボタン１
１Ａが付加されている。電源ボタン１１Ａは、撮影装置１０の電源をオンにするときに操
作される。
【００１６】
　図１乃至図３に示すように、撮影装置１０の上面にはまた、被写体から見てレリーズボ
タン１１の右側にモードダイヤル１２が配置され、左側にカスタムボタン１３が配置され
る。モードダイヤル１２は、撮影モードを選択するときに操作される。カスタムボタン１
３は、ユーザが所望の機能を割り当て可能なボタンである。
【００１７】
　図１および図３に示すように、撮影装置１０の前面には、被写体から見てレンズ１０Ａ
の左上側に前ダイヤル１４が配置される。前ダイヤル１４は、例えば、シャッタスピード
を調整するときに操作される。
【００１８】
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　図１に示すように、撮影装置１０の前面には、レンズ１０Ａに隣接してレンズロックボ
タン１５が配置される。レンズロックボタン１５は、レンズ１０Ａを撮影装置１０から取
り外すときに操作される。
【００１９】
　図２に示すように、撮影装置１０の背面には、被写体に向かって左上側にメニューボタ
ン１６が配置される。メニューボタン１６は、メニュー画面を表示させるときに押下され
る。
【００２０】
　また、図２に示すように、撮影装置１０の背面のメニューボタン１６の被写体に向かっ
て右上側には、ファインダ１７が配置され、ファインダ１７の被写体に向かって右側には
、視度調整ダイヤル１７Ａが配置される。ファインダ１７は、撮影時に被写体を確認する
ための液晶パネルである。
【００２１】
　視度調整ダイヤル１７Ａは、ファインダ１７の度数を調整するときに操作される。ユー
ザは、ファインダ１７に表示される画像が見やすくなるように視度調整ダイヤル１７Ａを
操作する。これにより、ユーザの視力に合った画像がファインダ１７に表示される。
【００２２】
　図２および図３に示すように、撮影装置１０の背面のファインダ１７の被写体に向かっ
て右下側には、カスタムボタン１８が配置され、カスタムボタン１８の被写体に向かって
右側には後ダイヤル１９が配置される。カスタムボタン１８は、カスタムボタン１３と同
様に、ユーザが所望の機能を割り当て可能なボタンである。後ダイヤル１９は、例えば、
絞り値を調整するときに操作される。
【００２３】
　図２に示すように、撮影装置１０の背面の後ダイヤル１９の被写体に向かって右下側に
は、録画ボタン２０が配置される。録画ボタン２０は、動画を撮影するときに押下される
。
【００２４】
　また、図２に示すように、撮影装置１０の背面のカスタムボタン１８の下側には、ＡＥ
Ｌボタン２１が配置され、ＡＥＬボタン２１の下側にはＦｎボタン２２が配置される。Ａ
ＥＬボタン２１は、例えば、画面全体の露出を固定するときに押下される。Ｆｎボタン２
２は、各種の撮影に関する機能を設定する設定画面を表示するときに押下される。
【００２５】
　図２に示すように、撮影装置１０の背面のＦｎボタン２２の下には十字キー２３が配置
される。十字キー２３は、上のボタン２３Ａ、下のボタン２３Ｂ、左のボタン２３Ｃ、右
のボタン２３Ｄ、および中央のボタン２３Ｅにより構成される。十字キー２３のボタン２
３Ａ乃至２３Ｄは、それぞれ、液晶モニタ２６に表示されたメニュー画面や設定画面内の
カーソル等を上下左右に移動させるときに押下される。
【００２６】
　中央のボタン２３Ｅは、例えば、液晶モニタ２６に表示されたメニュー画面や設定画面
において決定を指示するときに押下される。また、中央のボタン２３Ｅは、液晶モニタ２
６にメニュー画面や設定画面が表示されていない状態で、撮影単位の合焦対象とする被写
体の種類として瞳を選択するとき、押下される。即ち、液晶モニタ２６にメニュー画面や
設定画面が表示されていない状態における中央のボタン２３Ｅは、撮影単位で合焦対象と
する被写体の種類として瞳を選択する選択部として機能する。
【００２７】
　図２に示すように、撮影装置１０の背面の十字キー２３の被写体に向かって左下側には
再生ボタン２４が配置され、右下側には削除ボタン２５が配置される。再生ボタン２４は
、撮影画像を再生するときに押下される。削除ボタン２５は、液晶モニタ２６に表示され
た撮影画像を削除するときに押下される。
【００２８】
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　図２に示すように、撮影装置１０の背面の被写体に向かって左側には、液晶モニタ２６
が配置される。液晶モニタ２６には、メニュー画面や設定画面、撮影画像等が表示される
。
【００２９】
　（撮影装置のハードウエア構成例）
　図４は、撮影装置１０のハードウエア構成例を示すブロック図である。
【００３０】
　図１の撮影装置１０は、光学系４１、イメージセンサ４２、画像処理部４３、圧縮処理
部４４、メディア制御部４５、記録メディア４６、およびマイクロコンピュータ４７を有
する。また、撮影装置１０は、合焦制御部４８、アクチュエータ４９、表示部５０、メモ
リ５１、および操作部５２を有する。
【００３１】
　撮影装置１０は、液晶モニタ２６にメニュー画面や設定画面が表示されていない状態で
中央のボタン２３Ｅが押下されたとき、画像内の瞳にピントを合わせる。
【００３２】
　具体的には、光学系４１とイメージセンサ４２は、取得部として機能し、画像を取得す
る。より詳細には、光学系４１は、レンズ１０Ａ、図示せぬ絞りなどにより構成される。
光学系４１は、被写体からの光をイメージセンサ４２に集光させる。光学系４１は、アク
チュエータ４９により駆動される。
【００３３】
　イメージセンサ４２は、レンズ１０Ａにより集光された光を画素単位で光電変換し、画
像の各画素のアナログ信号である電気信号を取得する。また、イメージセンサ４２は、光
学系４１により集光された光に基づいて、１以上の画素からなる検出単位で、画像の合焦
面からのずれ量を表す位相差情報を取得する。イメージセンサ４２は、各画素の電気信号
を画像処理部４３に供給し、位相差情報を合焦制御部４８に供給する。
【００３４】
　画像処理部４３は、イメージセンサ４２から供給される画像の各画素の電気信号に対し
てA/D変換等の画像処理を行う。画像処理部４３は、その結果得られる画像の各画素のデ
ジタルデータである画像データを、圧縮処理部４４とマイクロコンピュータ４７に供給す
る。
【００３５】
　圧縮処理部４４は、必要に応じて、画像処理部４３から供給される画像データを圧縮す
る。圧縮処理部４４は、圧縮後の画像データをメディア制御部４５に供給する。
【００３６】
　メディア制御部４５は、記録メディア４６を制御し、圧縮処理部４４から供給される圧
縮後の画像データを記録メディア４６に記録させる。このように、イメージセンサ４２に
より画像が取得されて圧縮され、圧縮後の画像データが記録される処理を、撮影という。
記録メディア４６は、メディア制御部４５の制御により、圧縮後の画像データを記録する
。
【００３７】
　マイクロコンピュータ４７は、撮影装置１０の各部を制御する。例えば、マイクロコン
ピュータ４７は、操作部５２から供給されるユーザからの操作を表す操作信号に基づいて
顔検出モードを設定し、メモリ５１に供給して記憶させる。マイクロコンピュータ４７は
、操作信号に基づいて、表示部５０の液晶モニタ２６にメニュー画面や設定画面を表示さ
せたり、表示部５０に画像処理部４３からの画像データに基づく画像を表示させたりする
。
【００３８】
　また、マイクロコンピュータ４７は、合焦領域を制御する合焦領域制御部として機能す
る。具体的には、マイクロコンピュータ４７は、画像処理部４３から供給される画像デー
タから顔領域を検出する。また、マイクロコンピュータ４７は、液晶モニタ２６にメニュ
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ー画面や設定画面が表示されていないときに操作部５２から供給される中央のボタン２３
Ｅの押下を表す操作信号と、顔領域とに基づいて、画像データから瞳領域を検出する。マ
イクロコンピュータ４７は、メモリ５１に記憶されている顔検出モードと操作信号とに基
づいて、顔領域、瞳領域、または既定領域を合焦領域として設定し、その合焦領域を合焦
制御部４８に供給する。
【００３９】
　合焦制御部４８は、マイクロコンピュータ４７から供給される合焦領域と、イメージセ
ンサ４２から供給される位相差情報とに基づいて、合焦領域にピントが合うようにアクチ
ュエータ４９を制御する。
【００４０】
　アクチュエータ４９は、合焦制御部４８等により制御される。アクチュエータ４９は、
光学系４１を駆動し、フォーカス位置、絞り値、およびズーム倍率を制御する。
【００４１】
　表示部５０は、図２のファインダ１７と液晶モニタ２６により構成される。表示部５０
は、マイクロコンピュータ４７の制御により、撮影画像（圧縮および記録される画像）の
画像データに基づいて撮影画像を表示する。また、表示部５０は、マイクロコンピュータ
４７の制御により、撮影画像ではない画像（圧縮および記録されない画像）の画像データ
に基づく画像を、ライブビュー画像として表示する。表示部５０の液晶モニタ２６は、マ
イクロコンピュータ４７の制御により、メニュー画面や設定画面を表示する。
【００４２】
　メモリ５１は、マイクロコンピュータ４７の作業領域である。メモリ５１は、マイクロ
コンピュータ４７による処理の途中結果や最終結果を記憶する。例えば、メモリ５１は、
マイクロコンピュータ４７から供給される顔検出モードを記憶する。
【００４３】
　操作部５２は、レリーズボタン１１、電源ボタン１１Ａ、モードダイヤル１２、カスタ
ムボタン１３、前ダイヤル１４、メニューボタン１６、視度調整ダイヤル１７Ａ、および
カスタムボタン１８の操作を表す操作信号をマイクロコンピュータ４７に供給する。また
、操作部５２は、後ダイヤル１９、録画ボタン２０、ＡＥＬボタン２１、Ｆｎボタン２２
、十字キー２３、再生ボタン２４、および削除ボタン２５の操作を表す操作信号を、マイ
クロコンピュータ４７に供給する。
【００４４】
　（合焦領域制御部の構成例）
　図５は、図４のマイクロコンピュータ４７により実現される合焦領域制御部の構成例を
示すブロック図である。
【００４５】
　図５の合焦領域制御部７０は、顔検出部７１、瞳検出部７２、領域設定部７３、および
表示制御部７４により構成される。
【００４６】
　合焦領域制御部７０の顔検出部７１は、メモリ５１から顔検出モードを読み出す。顔検
出部７１は、顔検出モードに基づいて、画像処理部４３から供給される画像データから顔
領域を検出する。顔検出部７１は、顔領域を瞳検出部７２、領域設定部７３、および表示
制御部７４に供給する。
【００４７】
　瞳検出部７２は、メモリ５１から顔検出モードを読み出す。瞳検出部７２は、液晶モニ
タ２６にメニュー画面や設定画面が表示されていない状態で操作部５２から中央のボタン
２３Ｅの押下を表す操作信号が供給されたかどうかを判定する。瞳検出部７２は、判定結
果、顔検出モード、および顔検出部７１から供給される顔領域に基づいて、画像データか
ら瞳領域を検出する。瞳検出部７２は、瞳領域を領域設定部７３に供給する。
【００４８】
　領域設定部７３は、メモリ５１から顔検出モードを読み出す。領域設定部７３は、顔検
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出モードと、操作部５２から供給されるレリーズボタン１１の半押しを表す操作信号とに
基づいて、撮影単位で、顔領域、瞳領域、または既定領域を合焦領域として設定する。領
域設定部７３は、合焦領域を表示制御部７４と図４の合焦制御部４８に供給する。
【００４９】
　表示制御部７４は、メモリ５１から顔検出モードを読み出す。表示制御部７４は、顔検
出モードに基づいて、顔検出部７１から供給される顔領域を表す顔枠を表示中のライブビ
ュー画像に重畳して、表示部５０に表示させる。また、表示制御部７４は、領域設定部７
３から供給される合焦領域を表す枠を表示中のライブビュー画像に重畳して、表示部５０
に表示させる。
【００５０】
　（顔検出機能の設定画面の例）
　図６は、液晶モニタ２６に表示される顔検出機能の設定画面の例を示す図である。
【００５１】
　顔検出機能の設定画面は、ユーザによりＦｎボタン２２が押下されたとき表示される。
【００５２】
　図６に示すように、顔検出機能の設定画面８０は、顔検出モードとして顔領域にピント
を合わせない顔検出オフモードを選択するときに操作される顔検出オフモードボタン８１
を含む。
【００５３】
　設定画面８０は、顔検出モードとして、予め登録されている顔画像である登録顔画像の
領域に他の顔領域に比べて優先的にピントを合わせる登録顔検出モードを選択するときに
操作される登録顔モードボタン８２を含む。
【００５４】
　なお、登録顔画像の画像データは、例えば、メモリ５１に記憶されている。顔検出部７
１は、顔検出モードが登録顔検出モードである場合、画像処理部４３から供給される画像
データと登録顔画像の画像データのマッチングを行うことにより、登録顔画像の領域を顔
領域として検出する。登録顔画像の領域が検出されない場合には、顔検出部７１は、登録
顔画像以外の顔画像の領域を顔領域として検出する。
【００５５】
　設定画面８０は、顔検出モードとして顔領域にピントを合わせる顔検出オンモードを選
択するときに操作される顔検出オンモードボタン８３を含む。また、設定画面８０は、顔
検出モードとして、笑顔が検出された画像を撮影するスマイルシャッタモードを選択する
ときに操作されるスマイルシャッタモードボタン８４を含む。
【００５６】
　設定画面８０内の顔検出オフモードボタン８１、登録顔モードボタン８２、顔検出オン
モードボタン８３、およびスマイルシャッタモードボタン８４のいずれかには、カーソル
８５が重畳して表示される。
【００５７】
　ユーザは、十字キー２３のボタン２３Ａ乃至２３Ｄを押下することにより、カーソル８
５を移動させる。そして、所望の顔検出モードに対応する顔検出オフモードボタン８１、
登録顔モードボタン８２、顔検出オンモードボタン８３、またはスマイルシャッタモード
ボタン８４にカーソル８５が重畳されたとき、ユーザは、中央のボタン２３Ｅを押下する
。
【００５８】
　これにより、カーソル８５が重畳された顔検出オフモードボタン８１、登録顔モードボ
タン８２、顔検出オンモードボタン８３、またはスマイルシャッタモードボタン８４に対
応する顔検出モードが設定される。図６の例では、カーソル８５が登録顔モードボタン８
２に重畳されており、このときに中央のボタン２３Ｅが押下されると、顔検出モードとし
て登録顔検出モードが設定される。
【００５９】
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　（顔検出モードと顔枠表示の関係の説明）
　図７は、顔検出モードと、レリーズボタン１１の半押しまたは中央のボタン２３Ｅの押
下による合焦指示前の画像に対する顔枠表示との関係を説明する図である。
【００６０】
　図７に示すように、顔検出モードが、顔検出オフモード、登録顔検出モード、顔検出オ
ンモード、およびスマイルシャッタモードのいずれである場合であっても、顔検出部７１
は、顔検出を行う。
【００６１】
　しかしながら、顔検出モードが顔検出オフモードである場合、合焦指示前には、顔枠は
表示中のライブビュー画像に重畳されない。顔検出モードが顔検出オフモード以外である
場合、合焦指示前に、顔枠は表示中のライブビュー画像に重畳される。
【００６２】
　（顔検出モードと合焦領域の関係の説明）
　図８は、顔検出モードと合焦領域の関係を説明する図である。
【００６３】
　図８に示すように、顔検出モードがスマイルシャッタモード以外である場合に、液晶モ
ニタ２６にメニュー画面や設定画面が表示されていない状態で十字キー２３の中央のボタ
ン２３Ｅが押下されると、合焦領域は瞳領域に設定される。なお、顔検出モードが登録顔
検出モードであり、登録顔画像の領域が検出される場合、瞳領域は、登録顔画像の瞳の領
域となる。
【００６４】
　一方、顔検出モードがスマイルシャッタモードである場合、液晶モニタ２６にメニュー
画面や設定画面が表示されていない状態で中央のボタン２３Ｅが押下されると、合焦領域
は顔領域に設定される。
【００６５】
　また、顔検出モードが顔検出オフモードである場合にレリーズボタン１１が半押しされ
ると、合焦領域は既定領域に設定される。一方、顔検出モードが顔検出オフモード以外で
ある場合にレリーズボタン１１が半押しされると、合焦領域は顔領域に設定される。なお
、顔検出モードが登録顔検出モードであり、登録顔画像の領域が検出される場合、顔領域
は、登録顔画像の領域となる。
【００６６】
　図９は、顔検出オフモード時の表示部５０における表示を説明する図である。
【００６７】
  図９に示すように、顔検出オフモード時、液晶モニタ２６にメニュー画面や設定画面が
表示されていない状態で十字キー２３の中央のボタン２３Ｅを押下することにより合焦が
指示される場合、合焦指示前には、表示中のライブビュー画像９１に何も重畳されない。
【００６８】
　合焦指示後、瞳検出部７２により瞳領域が検出される。瞳領域が検出された場合、領域
設定部７３により合焦領域が瞳領域に設定され、表示中のライブビュー画像９２には、合
焦領域として瞳領域を表す瞳枠１０１が重畳される。そして、瞳枠１０１が表す瞳領域に
ピントが合わせられる。一方、瞳領域が検出されなかった場合、領域設定部７３により合
焦領域が顔領域に設定され、表示中のライブビュー画像９２には、合焦領域として顔領域
を表す顔枠１０２が重畳される。そして、顔枠１０２が表す顔領域にピントが合わせられ
る。合焦後、表示中のライブビュー画像９３には、再び何も重畳されなくなる。
【００６９】
　また、顔検出オフモード時、レリーズボタン１１を半押しすることにより合焦が指示さ
れる場合、合焦指示前には、表示中のライブビュー画像９１に何も重畳されない。合焦指
示後、領域設定部７３により合焦領域が既定領域に設定され、表示中のライブビュー画像
９２には、合焦領域として既定領域を表す既定枠１０３が重畳される。そして、既定枠１
０３が表す既定領域にピントが合わせられる。なお、図９の例では、既定領域は、奥行き
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方向の位置が最も撮影装置１０に近い被写体の領域となっている。合焦後、表示中のライ
ブビュー画像９３には、既定枠１０３が重畳されたままとなる。
【００７０】
　（顔検出オンモード時の表示の説明）
　図１０は、顔検出オンモード時の表示部５０における表示を説明する図である。
【００７１】
　図１０に示すように、顔検出オンモード時、液晶モニタ２６にメニュー画面や設定画面
が表示されていない状態で十字キー２３の中央のボタン２３Ｅを押下することにより合焦
が指示される場合、合焦指示前には、表示中のライブビュー画像１１１に合焦領域の候補
として顔領域を表す顔仮枠１２１が重畳される。
【００７２】
　合焦指示後、瞳検出部７２により瞳領域が検出される。瞳領域が検出された場合、領域
設定部７３により合焦領域が瞳領域に設定され、表示中のライブビュー画像１１２には、
合焦領域として瞳領域を表す瞳枠１２２が重畳される。そして、瞳枠１２２が表す瞳領域
にピントが合わせられる。一方、瞳領域が検出されなかった場合、領域設定部７３により
合焦領域が顔領域に設定され、表示中のライブビュー画像１１２には、合焦領域として顔
領域を表す顔枠１２３が重畳される。そして、顔枠１２３が表す顔領域にピントが合わせ
られる。合焦後、表示中のライブビュー画像１１３には、顔枠１２３が重畳される。
【００７３】
　また、顔検出オンモード時、レリーズボタン１１を半押しすることにより合焦が指示さ
れる場合、合焦指示前には、表示中のライブビュー画像１１１には顔仮枠１２１が重畳さ
れる。合焦指示後、領域設定部７３により合焦領域が顔領域に設定され、表示中のライブ
ビュー画像１１２には、顔枠１２３が重畳される。合焦後、表示中のライブビュー画像１
１３には、顔枠１２３が重畳されたままとなる。
【００７４】
　なお、顔仮枠１２１が合焦領域ではなく合焦領域の候補を表していることを容易に認識
できるように、顔仮枠１２１と、瞳枠１２２および顔枠１２３との間で、色、太さ、線種
などを変更するようにしてもよい。
【００７５】
　（撮影装置の処理の説明）
　図１１は、顔検出モードが顔検出オフモードである場合の撮影装置１０の撮影処理であ
る顔検出オフ撮影処理を説明するフローチャートである。この顔検出オフ撮影処理は、例
えば、電源ボタン１１Ａが操作されることにより電源がオンにされたとき、開始される。
【００７６】
　図１１のステップＳ１１において、イメージセンサ４２は、光学系４１を介して集光さ
れた被写体からの光を画素単位で光電変換することにより画像の各画素の電気信号を取得
する。イメージセンサ４２は、画像の各画素の電気信号を画像処理部４３に供給し、これ
により、画像データが圧縮処理部４４とマイクロコンピュータ４７に供給される。
【００７７】
　ステップＳ１２において、マイクロコンピュータ４７は、画像処理部４３から供給され
る画像データに基づく画像をライブビュー画像として表示部５０に表示させる。
【００７８】
　ステップＳ１３において、マイクロコンピュータ４７の顔検出部７１は、画像処理部４
３から供給される画像データから顔領域を検出する。顔検出部７１は、顔領域を瞳検出部
７２、領域設定部７３、および表示制御部７４に供給する。
【００７９】
　ステップＳ１４において、瞳検出部７２は、操作部５２からの操作信号に基づいて、液
晶モニタ２６にメニュー画面や設定画面が表示されていない状態で十字キー２３の中央の
ボタン２３Ｅが押下されたかどうかを判定する。ステップＳ１４で中央のボタン２３Ｅが
押下されたと判定された場合、処理はステップＳ１５に進む。
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【００８０】
　ステップＳ１５において、瞳検出部７２は、顔検出部７１から供給される顔領域に基づ
いて、画像処理部４３から供給される画像データから瞳領域を検出する。
【００８１】
　ステップＳ１６において、瞳検出部７２は、ステップＳ１５の処理により瞳領域が検出
されたかどうかを判定する。ステップＳ１６で瞳領域が検出されたと判定された場合、瞳
検出部７２は、検出された瞳領域を領域設定部７３に供給する。そして、ステップＳ１７
において、領域設定部７３は、瞳検出部７２から供給される瞳領域を合焦領域として設定
し、表示制御部７４と図４の合焦制御部４８に供給する。
【００８２】
　ステップＳ１８において、表示制御部７４は、領域設定部７３から供給される瞳領域に
基づいて、表示中のライブビュー画像に瞳枠を重畳して表示部５０に表示させる。そして
処理はステップＳ２４に進む。
【００８３】
　一方、ステップＳ１６で瞳領域が検出されていないと判定された場合、ステップＳ１９
において、領域設定部７３は、顔検出部７１から供給される顔領域を合焦領域として設定
し、表示制御部７４と合焦制御部４８に供給する。
【００８４】
　ステップＳ２０において、表示制御部７４は、領域設定部７３から供給される顔領域に
基づいて、表示中のライブビュー画像に顔枠を重畳して表示部５０に表示させる。そして
処理はステップＳ２４に進む。
【００８５】
　また、ステップＳ１４で中央のボタン２３Ｅが押下されていないと判定された場合、処
理はステップＳ２１に進む。ステップＳ２１において、領域設定部７３は、操作部５２か
ら供給される操作信号に基づいて、レリーズボタン１１が半押しされたかどうかを判定す
る。
【００８６】
　ステップＳ２１でレリーズボタン１１が半押しされたと判定された場合、ステップＳ２
２において、領域設定部７３は、既定領域を合焦領域として設定し、表示制御部７４と合
焦制御部４８に供給する。
【００８７】
　ステップＳ２３において、表示制御部７４は、領域設定部７３から供給される既定領域
に基づいて、表示中のライブビュー画像に既定枠を重畳して表示部５０に表示させる。そ
して処理はステップＳ２４に進む。
【００８８】
　ステップＳ２４において、イメージセンサ４２は、位相差情報を取得し、合焦制御部４
８は、領域設定部７３からの合焦領域とイメージセンサ４２からの位相差情報とに基づい
て、合焦領域にピントが合うようにアクチュエータ４９を制御し、光学系４１を駆動する
。
【００８９】
　ステップＳ２５において、イメージセンサ４２は、光学系４１を介して集光された被写
体からの光を画素単位で光電変換することにより画像の各画素の電気信号を取得する。イ
メージセンサ４２は、画像の各画素の電気信号を画像処理部４３に供給し、これにより、
画像データが圧縮処理部４４とマイクロコンピュータ４７に供給される。
【００９０】
　ステップＳ２６において、マイクロコンピュータ４７は、画像処理部４３から供給され
る画像データに基づく画像をライブビュー画像として表示部５０に表示させる。また、表
示制御部７４は、合焦領域を表す枠をライブビュー画像に重畳して表示部５０に表示させ
る。
【００９１】
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　ステップＳ２７において、マイクロコンピュータ４７は、操作部５２からの操作信号に
基づいて、レリーズボタン１１が全押しされたかどうかを判定する。ステップＳ２７でレ
リーズボタン１１が全押しされたと判定された場合、処理はステップＳ２８に進む。
【００９２】
　ステップＳ２８において、圧縮処理部４４は、画像処理部４３から供給される画像デー
タを圧縮する。圧縮処理部４４は、圧縮後の画像データをメディア制御部４５に供給する
。
【００９３】
　ステップＳ２９において、メディア制御部４５は、記録メディア４６を制御し、圧縮処
理部４４から供給される圧縮後の画像データを記録メディア４６に記録させ、処理をステ
ップＳ３０に進める。
【００９４】
　また、ステップＳ２１でレリーズボタン１１が半押しされていないと判定された場合、
処理はステップＳ３０に進む。
【００９５】
　ステップＳ３０において、撮影装置１０は、処理を終了するかどうか、例えば、電源ボ
タン１１Ａが操作されたかどうかを判定する。
【００９６】
　ステップＳ２７でレリーズボタンが全押しされていないと判定された場合、または、ス
テップＳ３０で処理を終了しないと判定された場合、合焦領域が既定領域以外であるとき
には、領域設定部７３は、合焦領域を顔領域に設定する。これにより、光学系４１は、顔
領域にピントが合うように駆動される。
【００９７】
　一方、合焦領域が既定領域であるときには、領域設定部７３は、合焦領域を既定領域の
ままにする。これにより、光学系４１は、既定領域にピントが合うように駆動される。そ
して、処理はステップＳ１１に戻り、以降の処理が繰り返される。このとき、合焦領域が
既定領域である場合には、ステップＳ１２の処理で、表示されるライブビュー画像に既定
枠が重畳される。
【００９８】
　一方、ステップＳ３０で処理を終了すると判定された場合、処理は終了する。
【００９９】
　図１２は、顔検出モードが顔検出オンモードである場合の撮影装置１０の撮影処理であ
る顔検出オン撮影処理を説明するフローチャートである。この顔検出オン撮影処理は、例
えば、電源ボタン１１Ａが操作されることにより電源がオンにされたとき、開始される。
【０１００】
　図１２のステップＳ４１乃至Ｓ４３の処理は、図１１のステップＳ１１乃至Ｓ１３の処
理と同様であるので、説明は省略する。
【０１０１】
　ステップＳ４４において、表示制御部７４は、顔検出部７１から供給される顔領域の顔
仮枠を表示中のライブビュー画像に重畳して、表示部５０に表示させる。
【０１０２】
　ステップＳ４５乃至Ｓ４９の処理は、図１１のステップＳ１４乃至Ｓ１８の処理と同様
であるので、説明は省略する。
【０１０３】
　ステップＳ４５で十字キー２３の中央のボタン２３Ｅが押下されていないと判定された
場合、処理はステップＳ５０に進む。ステップＳ５０において、領域設定部７３は、操作
部５２から供給される操作信号に基づいて、レリーズボタン１１が半押しされたかどうか
を判定する。
【０１０４】
　ステップＳ５０でレリーズボタン１１が半押しされたと判定された場合、処理はステッ
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プＳ５１に進む。また、ステップＳ４７で瞳領域が検出されなかったと判定された場合、
処理はステップＳ５１に進む。
【０１０５】
　ステップＳ５１乃至Ｓ５９の処理は、図１１のステップＳ１９，Ｓ２０、およびＳ２４
乃至Ｓ３０の処理と同様であるので、説明は省略する。但し、２回目以降のステップＳ４
４の処理では、仮顔枠ではなく、顔枠が表示される。
【０１０６】
　なお、図示は省略するが、顔検出モードが登録顔検出モードである場合の撮影装置１０
の撮影処理は、ステップＳ４３の処理で、取得された画像データと登録顔画像の画像デー
タとのマッチングが行われる点を除いて、顔検出オン撮影処理と同様である。マッチング
により登録顔画像の領域が検出された場合、登録顔画像の領域が顔領域とされ、登録顔画
像の領域が検出されない場合、登録顔画像以外の顔画像の領域が顔領域とされる。
【０１０７】
　また、顔検出モードがスマイルシャッタモードである場合の撮影装置１０の撮影処理は
、ステップＳ４５乃至Ｓ４９の処理が行われない点を除いて、顔検出オン撮影処理と同様
である。
【０１０８】
　以上のように、中央のボタン２３Ｅは、撮影単位で合焦対象とする被写体の種類として
瞳を選択する選択部として機能するため、撮影装置１０は、撮影後、中央のボタン２３Ｅ
が押下されるまで、合焦領域を顔領域または既定領域に設定する。
【０１０９】
　また、撮影装置１０は、中央のボタン２３Ｅにより撮影単位で合焦対象とする被写体の
種類として瞳が選択された場合、瞳領域を合焦領域として設定する。従って、合焦対象と
する被写体の種類としての瞳を撮影ごとに容易に設定することができる。また、合焦対象
とする被写体の種類としての瞳を撮影ごとに素早く設定することができる。
【０１１０】
　＜第２実施の形態＞
　（撮影装置の第２実施の形態の構成例）
　図１３は、本開示を適用した撮影装置１０の第２実施の形態のマイクロコンピュータ４
７により実現される合焦領域制御部の構成例を示すブロック図である。
【０１１１】
　撮影装置１０の第２実施の形態は、合焦領域制御部を除いて第１実施の形態と基本的に
同様に構成される。但し、レリーズボタン１１の半押しは、合焦を指示する指示部として
機能する。即ち、撮影装置１０の第２実施の形態では、十字キー２３の中央のボタン２３
Ｅが押下されただけでは合焦されず、中央のボタン２３Ｅが押下された後、レリーズボタ
ン１１が半押しされると合焦される。
【０１１２】
　図１３に示す構成のうち、図５の構成と同じ構成には同じ符号を付してある。重複する
説明については適宜省略する。
【０１１３】
　図１３の合焦領域制御部１３０の構成は、領域設定部７３の代わりに領域設定部１３１
が設けられる点が図５の構成と異なる。
【０１１４】
　合焦領域制御部１３０の領域設定部１３１は、メモリ５１から顔検出モードを読み出す
。領域設定部１３１は、操作部５２からレリーズボタン１１の半押しを表す操作信号が供
給された場合、顔検出モードに基づいて、撮影単位で、顔領域、瞳領域、または既定領域
を合焦領域として設定する。領域設定部１３１は、合焦領域を表示制御部７４と図４の合
焦制御部４８に供給する。
【０１１５】
　（撮影装置の処理の説明）
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　撮影装置１０の第２実施の形態による顔検出モードに応じた撮影処理は、中央のボタン
２３Ｅが押下された場合、レリーズボタン１１が半押しされたかどうかの判定が、光学系
の駆動の前に行われる点を除いて、第１実施の形態と同様である。レリーズボタン１１が
半押しされたと判定された場合、合焦領域にピントが合うように光学系が駆動されるが、
レリーズボタン１１が半押しされていないと判定された場合、光学系は駆動されない。
【０１１６】
　以上のように、撮影装置１０の第２実施の形態では、合焦領域によらず、レリーズボタ
ン１１の半押しで合焦させることができる。従って、レリーズボタン１１の半押しで合焦
を指示することに慣れたユーザの操作を容易にすることができる。
【０１１７】
　これに対して、撮影装置１０の第１実施の形態では、中央のボタン２３Ｅの押下という
１つの操作で、合焦対象とする被写体の種類の選択および合焦指示を行うことができる。
従って、ユーザの操作を簡易化することができる。
【０１１８】
　＜第３実施の形態＞
　（撮影装置の第３実施の形態の構成例）
　図１４は、本開示を適用した撮影装置１０の第３実施の形態のマイクロコンピュータ４
７により実現される合焦領域制御部の構成例を示すブロック図である。
【０１１９】
　撮影装置１０の第３実施の形態は、合焦領域制御部を除いて第１実施の形態と基本的に
同様に構成される。
【０１２０】
　但し、十字キー２３の上のボタン２３Ａは、液晶モニタ２６にメニュー画面や設定画面
が表示されていない状態で撮影単位の合焦対象とする被写体の種類として花を選択すると
きにも、押下される。即ち、撮影装置１０の第３実施の形態では、液晶モニタ２６にメニ
ュー画面や設定画面が表示されていない状態で、上のボタン２３Ａが、撮影単位で合焦対
象とする被写体の種類として花を選択する選択部として機能する。
【０１２１】
　図１４に示す構成のうち、図５の構成と同じ構成には同じ符号を付してある。重複する
説明については適宜省略する。
【０１２２】
　図１４の合焦領域制御部１５０の構成は、新たに花検出部１５１が設けられる点、およ
び、領域設定部７３、表示制御部７４の代わりに領域設定部１５２、表示制御部１５３が
設けられる点が、図５の構成と異なる。
【０１２３】
　合焦領域制御部１５０の花検出部１５１は、液晶モニタ２６にメニュー画面や設定画面
が表示されていない状態で操作部５２から十字キー２３の上のボタン２３Ａの押下を表す
操作信号が供給されたかどうかを判定する。花検出部１５１は、判定結果に基づいて、画
像処理部４３から供給される画像データから花領域を検出する。花検出部１５１は、花領
域を領域設定部１５２に供給する。
【０１２４】
　領域設定部１５２は、メモリ５１から顔検出モードを読み出す。領域設定部１５２は、
顔検出モードと、操作部５２から供給されるレリーズボタン１１の半押しを表す操作信号
とに基づいて、撮影単位で、顔領域、瞳領域、花領域、または既定領域を合焦領域として
設定する。領域設定部１５２は、合焦領域を表示制御部１５３と図４の合焦制御部４８に
供給する。
【０１２５】
　表示制御部１５３は、メモリ５１から顔検出モードを読み出す。表示制御部１５３は、
顔検出モードに基づいて、顔検出部７１から供給される顔領域を表す顔枠を表示中のライ
ブビュー画像に重畳して、表示部５０に表示させる。また、表示制御部１５３は、領域設
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定部１５２から供給される合焦領域を表す枠を表示中のライブビュー画像に重畳して、表
示部５０に表示させる。
【０１２６】
　（撮影装置の処理の説明）
　図１５は、撮影装置１０の第３実施の形態による顔検出オフ撮影処理を説明するフロー
チャートである。この顔検出オフ撮影処理は、例えば、電源ボタン１１Ａが操作されるこ
とにより電源がオンにされたとき、開始される。
【０１２７】
　図１５のステップＳ７１乃至Ｓ８０の処理は、図１１のステップＳ１１乃至Ｓ２０の処
理と同様であるので、説明は省略する。
【０１２８】
　ステップＳ７４で中央のボタン２３Ｅが押下されていないと判定された場合、処理はス
テップＳ８１に進む。ステップＳ８１において、花検出部１５１は、操作部５２からの操
作信号に基づいて、液晶モニタ２６にメニュー画面や設定画面が表示されていない状態で
十字キー２３の上のボタン２３Ａが押下されたかどうかを判定する。
【０１２９】
　ステップＳ８１で上のボタン２３Ａが押下されたと判定された場合、処理はステップＳ
８２に進む。ステップＳ８２において、花検出部１５１は、画像処理部４３から供給され
る画像データから花領域を検出し、領域設定部１５２に供給する。
【０１３０】
　ステップＳ８３において、領域設定部１５２は、花検出部１５１から供給される花領域
を合焦領域として設定し、表示制御部１５３と図４の合焦制御部４８に供給する。
【０１３１】
　ステップＳ８４において、表示制御部１５３は、領域設定部１５２から供給される花領
域に基づいて、表示中のライブビュー画像に花領域を表す花枠を重畳して表示部５０に表
示させる。そして処理はステップＳ８８に進む。
【０１３２】
　ステップＳ８５乃至Ｓ９４の処理は、図１１のステップＳ２１乃至Ｓ３０の処理と同様
であるので、説明は省略する。
【０１３３】
　図１６は、撮影装置１０の第３の実施の形態による顔検出オン撮影処理を説明するフロ
ーチャートである。この顔検出オン撮影処理は、例えば、電源ボタン１１Ａが操作される
ことにより電源がオンにされたとき、開始される。
【０１３４】
　図１６のステップＳ１１１乃至Ｓ１２１の処理は、図１２のステップＳ４１乃至Ｓ４９
，Ｓ５１，およびＳ５２の処理と同様であるので、説明は省略する。
【０１３５】
　ステップＳ１２２乃至Ｓ１２６の処理は、図１５のステップＳ８１乃至Ｓ８５の処理と
同様であるので、説明は省略する。
【０１３６】
　ステップＳ１２６でレリーズボタン１１が半押しされたと判定された場合、処理はステ
ップＳ１２０に進む。一方、ステップＳ１２６でレリーズボタン１１が半押しされていな
いと判定された場合、処理はステップＳ１３３に進む。
【０１３７】
　ステップＳ１２７乃至Ｓ１３３の処理は、図１１のステップＳ２４乃至Ｓ３０の処理と
同様であるので、説明は省略する。
【０１３８】
　以上のように、上のボタン２３Ａは、撮影単位で合焦対象とする被写体の種類として花
を選択する選択部として機能するため、撮影装置１０は、撮影後、上のボタン２３Ａが押
下されるまで、合焦領域を顔領域または既定領域に設定する。
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【０１３９】
　また、撮影装置１０の第３実施の形態は、中央のボタン２３Ｅにより撮影単位で合焦対
象とする被写体の種類として瞳が選択された場合、瞳領域を合焦領域として設定する。さ
らに、撮影装置１０の第３実施の形態は、上のボタン２３Ａにより撮影単位で合焦対象と
する被写体の種類として花が選択された場合、花領域を合焦領域として設定する。従って
、合焦対象とする被写体の種類としての瞳または花を撮影ごとに容易に設定することがで
きる。また、合焦対象とする被写体の種類としての瞳または花を撮影ごとに素早く設定す
ることができる。
【０１４０】
　なお、撮影装置１０の第３実施の形態においても、第２実施の形態と同様に、上のボタ
ン２３Ａおよび中央のボタン２３Ｅを押下するだけでは合焦されず、さらにレリーズボタ
ン１１を半押ししたときに合焦されるようにしてもよい。
【０１４１】
　＜第４実施の形態＞
　（本開示を適用したコンピュータの説明）
　上述した一連の処理は、ハードウエアにより実行することもできるし、ソフトウエアに
より実行することもできる。一連の処理をソフトウエアにより実行する場合には、そのソ
フトウエアを構成するプログラムが、コンピュータにインストールされる。ここで、コン
ピュータには、専用のハードウエアに組み込まれているコンピュータや、各種のプログラ
ムをインストールすることで、各種の機能を実行することが可能な、例えば汎用のパーソ
ナルコンピュータなどが含まれる。
【０１４２】
　図１７は、上述した一連の処理をプログラムにより実行するコンピュータのハードウエ
アの構成例を示すブロック図である。
【０１４３】
　コンピュータ２００において、CPU（Central Processing Unit）２０１，ROM（Read On
ly Memory）２０２，RAM（Random Access Memory）２０３は、バス２０４により相互に接
続されている。
【０１４４】
　バス２０４には、さらに、入出力インタフェース２０５が接続されている。入出力イン
タフェース２０５には、撮影部２０６、入力部２０７、出力部２０８、記憶部２０９、通
信部２１０、及びドライブ２１１が接続されている。
【０１４５】
　撮影部２０６は、光学系４１、イメージセンサ４２、アクチュエータ４９、画像処理部
４３等により構成される。撮影部２０６は、被写体からの光により画像データを取得する
。
【０１４６】
　入力部２０７は、操作部５２に対応し、キーボード、マウス、マイクロフォンなどより
なる。出力部２０８は、ディスプレイ、スピーカなどよりなる。記憶部２０９は、ハード
ディスクや不揮発性のメモリなどよりなる。通信部２１０は、ネットワークインタフェー
スなどよりなる。ドライブ２１１は、磁気ディスク、光ディスク、光磁気ディスク、又は
半導体メモリなどのリムーバブルメディア２１２を駆動する。
【０１４７】
　以上のように構成されるコンピュータ２００では、CPU２０１が、例えば、記憶部２０
９に記憶されているプログラムを、入出力インタフェース２０５及びバス２０４を介して
、RAM２０３にロードして実行することにより、上述した一連の処理が行われる。
【０１４８】
　コンピュータ２００（CPU２０１）が実行するプログラムは、例えば、パッケージメデ
ィア等としてのリムーバブルメディア２１２に記録して提供することができる。また、プ
ログラムは、ローカルエリアネットワーク、インターネット、デジタル衛星放送といった
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【０１４９】
　コンピュータ２００では、プログラムは、リムーバブルメディア２１２をドライブ２１
１に装着することにより、入出力インタフェース２０５を介して、記憶部２０９にインス
トールすることができる。また、プログラムは、有線または無線の伝送媒体を介して、通
信部２１０で受信し、記憶部２０９にインストールすることができる。その他、プログラ
ムは、ROM２０２や記憶部２０９に、あらかじめインストールしておくことができる。
【０１５０】
　なお、コンピュータ２００が実行するプログラムは、本明細書で説明する順序に沿って
時系列に処理が行われるプログラムであっても良いし、並列に、あるいは呼び出しが行わ
れたとき等の必要なタイミングで処理が行われるプログラムであっても良い。
【０１５１】
　本明細書に記載された効果はあくまで例示であって限定されるものではなく、他の効果
があってもよい。
【０１５２】
　また、本開示の実施の形態は、上述した実施の形態に限定されるものではなく、本開示
の要旨を逸脱しない範囲において種々の変更が可能である。
【０１５３】
　例えば、合焦対象とする被写体の種類は、瞳、花以外の種類（例えば、風景、建物、動
物、ペット、料理など）であってもよい。また、合焦対象とする被写体の種類の数は、３
以上にすることができる。
【０１５４】
　さらに、撮影単位で合焦対象とする被写体の種類を選択する選択部として機能するボタ
ンは、十字キー２３以外のボタン（例えば、カスタムボタン１３，カスタムボタン１８，
ＡＥＬボタン２１など）であってもよい。但し、被写体の種類ごとに選択部として機能す
るボタンは異なる。また、選択部は、液晶モニタ２６上に表示され、十字キー２３により
操作されるようにしてもよい。液晶モニタ２６が、タッチパネルにより構成される場合に
は、液晶モニタ２６上の選択部は、タッチされることにより操作される。
【０１５５】
　また、撮影単位で選択される被写体の種類は、合焦対象とする被写体の種類ではなく、
最適な露出、ホワイトバランスなどを選択するための測光や測色の対象とする被写体の種
類であってもよい。
【０１５６】
　さらに、顔領域を検出せずに瞳領域を検出可能な場合、顔検出オフモード時には顔領域
は検出されないようにすることができる。また、撮影装置１０は、位相差情報ではなく、
コントラスト情報を取得し、コントラスト情報に基づいて合焦を行うようにしてもよい。
【符号の説明】
【０１５９】
　１０　撮影装置，　１１　レリーズボタン，　２３Ａ乃至２３Ｅ　ボタン，　４２　イ
メージセンサ，　４８　合焦制御部，　７２　瞳検出部，　７３　領域設定部，　１５１
　花検出部，　１５２　領域設定部
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