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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　与えられる画像データによって表される画像中の検出画像部分において，その検出画像
部分の顔らしさの値が所定のしきい値以上かどうかを判定する顔らしさ判定手段，
　画像中における顔画像部分とみなす位置を記憶する位置記憶手段，
　上記位置記憶手段に記憶されている位置を，上記顔らしさ判定手段によって検出画像部
分の顔らしさの値がしきい値以上と判定されたことにより，検出画像部分が顔画像部分で
あると判定され，その検出画像部分の位置に更新する更新手段，
　上記顔らしさ判定手段における判定処理および上記更新手段における更新処理を，連続
して与えられる画像について繰り返す繰り返し制御手段，
　上記更新手段における更新からタイマによる計時を開始し，計時中は上記位置記憶手段
に記憶されている位置に顔画像部分が存在するとして，その位置を顔画像部分と決定する
決定手段，  
　上記顔らしさ判定手段によって，検出画像部分の顔らしさの値がしきい値未満と判定さ
れ，かつ上記タイマによる計時が終了していたことに応じて，上記位置記憶手段に記憶さ
れている位置をリセットする位置リセット手段，
　上記顔らしさの値のピーク値を更新しながら記憶するピーク値記憶手段，ならびに
　上記更新手段によって更新されたときの上記顔らしさの値が，上記ピーク値記憶手段に
記憶されているピーク値に近いほど計時時間が長くなるように上記タイマを制御するタイ
マ制御手段，
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　を備えた顔画像検出装置。
【請求項２】
　被写体を連続して撮像し，被写体の画像を表す画像データを出力する撮像手段をさらに
備え，
　上記顔らしさ判定手段は，上記撮像手段から出力された画像データが与えられるもので
あり，
　上記決定手段によって決定された顔画像部分を合焦させる，あるいは，上記決定手段に
よって決定された顔画像部分の明るさを所定の明るさとする合焦／輝度調整手段，
　をさらに備えた請求項１に記載の顔画像検出装置。
【請求項３】
　顔らしさ判定手段が，与えられる画像データによって表される画像中の検出画像部分に
おいて，その検出画像部分の顔らしさの値が所定のしきい値以上かどうかをし，
　位置記憶手段が，画像中における顔画像部分とみなす位置を記憶し，
　更新手段が，上記位置記憶手段に記憶されている位置を，上記顔らしさ判定手段によっ
て検出画像部分の顔らしさの値がしきい値以上と判定されたことにより，検出画像部分が
顔画像部分であると判定され，その検出画像部分の位置に更新し，
　繰り返し制御手段が，上記顔らしさ判定手段における判定処理および上記更新手段にお
ける更新処理を，連続して与えられる画像について繰り返し，
　決定手段が，上記更新記憶手段における更新からタイマによる計時を開始し，計時中は
上記位置記憶手段に記憶されている位置に顔画像部分が存在するとして，その位置を顔画
像部分と決定し，
　位置リセット手段が，上記顔らしさ判定手段によって，検出画像部分の顔らしさの値が
しきい値未満と判定され，かつ上記タイマによる計時が終了していたことに応じて，上記
位置記憶手段に記憶されている位置をリセットし，
　ピーク値記憶手段が，上記顔らしさの値のピーク値を更新しながら記憶し，
　タイマ制御手段が，上記更新手段によって更新されたときの上記顔らしさの値が，上記
ピーク値記憶手段に記憶されているピーク値に近いほど計時時間が長くなるように上記タ
イマを制御する，
　顔画像検出装置の制御方法。
                                                                                
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は，顔画像検出装置およびその制御方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　動画，いわゆるスルー画など連続して被写体を撮像する場合において，人物の顔などの
主要被写体の画像部分を合焦等させるために画像の中から顔画像部分を検出することがあ
る。このために，顔画像部分を検出し，目の位置に合焦させるもの（特許文献１），顔画
像部分を検出し，顔の大きさに合わせてズーム位置を制御するもの（特許文献２），複数
の顔画像部分を検出し，ユーザの操作に応じて顔画像部分を統合するもの（特許文献３）
などがある。
【特許文献１】特開2001-215403号公報
【特許文献２】特開平６－217187号公報
【特許文献３】特開2006-128793号公報
【０００３】
　また，被写体の顔が横に向いてしまうと顔画像部分を検出できないことがある。顔画像
部分を検出できないと，顔画像部分を利用した処理（顔画像部分を合焦させる処理など）
が安定しないなど問題点が生じることがある。このために，連写中に顔検出ができなくな
った場合には，前後の画像から顔情報を補間するものがある（特許文献４）。
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【特許文献４】特開2006-128793号公報
【０００４】
　しかしながら，顔情報を補間する処理は比較的煩雑となってしまう。
【０００５】
　さらに，被写体が移動すると顔画像部分を同一人物の顔画像部分を追跡できないことが
ある。
【発明の開示】
【０００６】
　この発明は，顔画像部分が検出できなくなることによる問題点を解消することを目的と
する。
【０００７】
　また，この発明は，被写体が移動した場合に検出された顔画像部分が同一人物のものか
どうか分かるようにすることを目的とする。
【０００８】
　第１の発明による画像検出装置は，与えられる画像データによって表される画像中の検
出画像部分において，その検出画像部分の顔らしさの値が所定のしきい値以上かどうかを
判定する顔らしさ判定手段，画像中における顔画像部分とみなす位置を記憶する位置記憶
手段，上記位置記憶手段に記憶されている位置を，上記顔らしさ判定手段によって検出画
像部分の顔らしさの値がしきい値以上と判定されたことにより，検出画像部分が顔画像部
分であると判定され，その検出画像部分の位置に更新する更新手段，上記顔らしさ判定手
段における判定処理および上記更新手段における更新処理を，連続して与えられる画像に
ついて繰り返す繰り返し制御手段，上記更新手段における更新からタイマによる計時を開
始し，計時中は上記位置記憶手段に記憶されている位置に顔画像部分が存在するとして，
その位置を顔画像部分と決定する決定手段，ならびに上記顔らしさ判定手段によって，検
出画像部分の顔らしさの値がしきい値未満と判定され，かつ上記タイマによる計時が終了
していたことに応じて，上記位置記憶手段に記憶されている位置をリセットする位置リセ
ット手段を備えていることを特徴とする。
【０００９】
　第１の発明は，上記顔画像検出装置に適した制御方法も提供している。すなわち，この
方法は，顔らしさ判定手段が，与えられる画像データによって表される画像中の検出画像
部分において，その検出画像部分の顔らしさの値が所定のしきい値以上かどうかをし，位
置記憶手段が，画像中における顔画像部分とみなす位置を記憶し，更新手段が，上記位置
記憶手段に記憶されている位置を，上記顔らしさ判定手段によって検出画像部分の顔らし
さの値がしきい値以上と判定されたことにより，検出画像部分が顔画像部分であると判定
され，その検出画像部分の位置に更新し，繰り返し制御手段が，上記顔らしさ判定手段に
おける判定処理および上記更新手段における更新処理を，連続して与えられる画像につい
て繰り返し，決定手段が，上記更新記憶手段における更新からタイマによる計時を開始し
，計時中は上記位置記憶手段に記憶されている位置に顔画像部分が存在するとして，その
位置を顔画像部分と決定し，位置リセット手段が，上記顔らしさ判定手段によって，検出
画像部分の顔らしさの値がしきい値未満と判定され，かつ上記タイマによる計時が終了し
ていたことに応じて，上記位置記憶手段に記憶されている位置をリセットするものである
。
【００１０】
　第１の発明によると，画像中の検出画像部分の顔らしさの値がしきい値以上かどうかが
判定される。しきい値以上であれば，その検出画像部分が顔画像部分であると判定されて
，その検出画像部分の位置が記憶される。しきい値の判定処理は与えられる画像ごとに繰
り返され，検出画像部分の位置の記憶は，連続して与えられる画像において検出されるご
とに更新される。更新ごとにタイマの計時が開始され，タイマの計時中は顔画像部分が存
在しているものとして，顔らしさの値がしきい値未満であったとしても，記憶されている
検出画像部分の位置が顔画像部分として決定される。顔らしさの値がしきい値未満であり
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かつタイマの計時が終了していると，記憶されている検出画像部分の位置がリセットされ
る。画像が連続して与えられ，ある駒の画像において顔画像部分が検出されなかったとし
てもタイマの計時中であれば，以前に検出された位置に顔画像部分が存在すると見なされ
るので，顔画像部分が検出されないことによる不具合を未然に防止できる。
【００１１】
　上記顔らしさの値のピーク値を更新しながら記憶するピーク値記憶手段，および上記更
新手段によって更新されたときの上記顔らしさの値が，上記ピーク値記憶手段に記憶され
ているピーク値に近いほど計時時間が長くなるように上記タイマを制御するタイマ制御手
段をさらに備えてもよい。
【００１２】
　被写体を連続して撮像し，被写体の画像を表す画像データを出力する撮像手段をさらに
備えてよい。この場合，例えば，上記顔らしさ判定手段は，上記撮像手段から出力された
画像データが与えられるものとなる。また，上記決定手段によって決定された顔画像部分
を合焦させる，あるいは，上記決定手段によって決定された顔画像部分の明るさを所定の
明るさとする合焦／輝度調整手段をさらに備える。
【００１３】
　第２の発明は，連続して与えられる画像データによって表される複数駒の画像における
それぞれの画像に含まれる顔画像部分を検出する顔画像検出装置において，与えられる画
像データにより表される画像に含まれている顔画像部分の顔らしさの値および位置を検出
する検出手段，上記検出手段によって検出された顔画像部分の位置と，前の駒の画像にお
いて上記検出手段によって検出された顔画像部分の位置との変位量を測定する変位化量測
定手段，上記変位量測定手段によって測定された変位量がしきい値未満かどうかを判定す
る変位量判定手段，上記検出手段によって検出された顔らしさの値がしきい値以上かどう
かを判定する顔らしさ判定手段，および上記変位量判定手段により変位量がしきい値未満
と判定され，かつ上記顔らしさ判定手段により顔らしさの値がしきい値以上と判定された
ことに応じて，上記検出手段によって検出された位置の顔画像部分の人物と，前の駒の画
像において検出された位置の顔画像部分の人物とが同一であると決定する決定手段を備え
ていることを特徴とする。
【００１４】
　第２の発明は，上記顔画像検出装置に適した制御方法も提供している。すなわち，この
方法は，連続して与えられる画像データによって表される複数駒の画像におけるそれぞれ
の画像に含まれる顔画像部分を検出する顔画像検出装置の制御方法において，検出手段が
，与えられる画像データにより表される画像に含まれている顔画像部分の顔らしさの値お
よび位置を検出し，変位量測定手段が，上記検出手段によって検出された顔画像部分の位
置と，前の駒の画像において上記検出手段によって検出された顔画像部分の位置との変位
量を測定し，変位量判定手段が，上記変位量測定手段によって測定された変位量がしきい
値未満かどうかを判定し，顔らしさ判定手段が，上記検出手段によって検出された顔らし
さの値がしきい値以上かどうかを判定し，決定手段が，上記変位量判定手段により変位量
がしきい値未満と判定され，かつ上記顔らしさ判定手段により顔らしさの値がしきい値以
上と判定されたことに応じて，上記検出手段によって検出された位置の顔画像部分の人物
と，前の駒の画像において検出された位置の顔画像部分の人物とが同一であると決定する
ものである。
【００１５】
　第２の発明によると，現在の駒の画像における顔画像部分の位置と前の駒の画像におけ
る顔画像部分の位置との変位量が測定される。測定された変位量がしきい値未満であれば
，現在の駒の画像における顔画像部分が表す人物と前の駒の画像における顔画像部分が表
す人物とは同一の人物と考えられるので，現在の駒の画像の顔画像部分の顔らしさの値が
しきい値以上であれば，同一人物の顔画像を表しているものと決定される。前の駒の画像
に含まれる顔画像部分の人物と現在の駒に含まれる顔画像部分の人物とが同一人かどうか
が分かる。同一人で無ければ，その顔画像部分を用いた処理（例えば，合焦処理）を停止
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できる。また，同一人でない旨をユーザに報知できる。
【００１６】
　被写体を連続して撮像し，被写体の画像を表す画像データを出力する撮像手段をさらに
備えてもよい。この場合，上記検出手段は，例えば，上記撮像手段から出力された画像デ
ータが与えられるものである。また，上記決定手段によって人物が同一であると決定され
たことに応じて，上記検出手段によって検出された位置の顔画像部分を合焦させる，ある
いは，上記検出手段によって検出された位置の顔画像部分の明るさを所定の明るさとする
合焦／輝度調整手段をさらに備える。
【実施例】
【００１７】
　図１は，この発明の実施例を示すもので，ディジタル・カメラの電気的構成の一部を示
すブロック図である。
【００１８】
　この実施例によるディジタル・カメラは，連続して被写体を撮像し，それぞれの駒の被
写体像において顔画像部分を検出できるものである。検出された顔画像部分を使用する処
理，例えば，焦点が合うようにＡＦ（自動合焦）制御をすることができ，かつ検出された
顔画像部分の明るさが適正な明るさとなるようにＡＥ（自動輝度調整）制御などが行われ
る。顔画像部分を検出する場合，顔が横を向いていたりすると検出できないことがある。
顔画像部分が存在するにも関わらず，顔画像部分が検出できないので，顔画像部分を使用
する処理ができず，顔画像部分を使用する処理が不安定となることがある。この実施例に
よるディジタル・カメラは顔画像部分が検出されなかった場合でも一定条件を満足すると
きには以前に見つけられた顔画像部分に顔画像が存在するものとみなして顔画像部分が見
つからないことによる処理の不安定を解消するものである。
【００１９】
　被写体像を表す光線束は，撮像レンズ１によって集光され，絞り２を介して撮像装置３
に入射する。撮像装置３から被写体像を表す画像データが出力され，顔認識装置４，測光
装置８および距離検出装置11に入力する。
【００２０】
　顔認識装置４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の中から顔画像
部分の位置（矩形の顔画像部分の中心座標）（ｘ，ｙ）およびその顔画像部分の評価値（
顔画像らしさ）ｋが算出される。顔画像部分の位置（ｘ，ｙ）および顔画像部分の評価値
ｋは，顔検出結果維持装置５に与えられる。顔検出結果維持装置５において，与えられた
評価値ｋが所定のしきい値以上の場合には，顔画像部分であると検出された画像部分に顔
画像が本当に存在すると考えられので，記憶されることとなる。与えられた評価値ｋが所
定のしきい値未満の場合には，顔画像部分であると検出された画像部分は顔画像部分では
ないと考えられ，与えられた顔画像部分の位置（ｘ，ｙ）および評価値ｋは記憶されない
。
【００２１】
　顔検出結果維持装置５に記憶されている顔画像部分の位置（ｘ，ｙ）および顔画像部分
の大きさを示すデータは，測光回路８および距離検出回路11に与えられる。測光回路８に
おいて，顔画像部分の明るさを示すデータが検出される。検出されたデータは，ＡＥ制御
回路９に与えられ，顔画像部分が所定の明るさとなるように絞り２が絞り駆動回路10によ
って駆動される。また，距離検出回路11において，被写体のうち顔までの距離が測定され
る。顔までの距離を示すデータは，距離検出回路11からＡＦ制御回路12に与えられ，顔画
像部分が合焦するように，撮像レンズ１の位置がレンズ駆動回路13によって駆動させられ
る。
【００２２】
　顔検出結果が更新されると，更新されるごとにタイマ６がセットされ，計時を開始する
。次の駒の被写体像において顔画像部分の検出処理が行われた結果，顔画像部分が検出さ
れなかった場合（顔画像部分の評価値ｋがしきい値未満であった場合）には，タイマ６が
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計時中であれば，以前に顔画像部分が検出された時からの経過時間が短いので，顔画像部
分の位置が変化していないと考えられる。このため，その以前に検出された顔画像部分が
合焦し，かつ所定の明るさとなるようにＡＦ制御およびＡＥ制御が行われる。タイマ６の
計時が終了していると，以前に顔画像部分が検出された時からの経過時間が長くなってい
るので，顔画像部分の位置が変化してしまっていると考えられる。このため，以前に検出
された顔画像部分に対するＡＦ制御およびＡＥ制御は行われない。
【００２３】
　さらに，顔検出結果維持装置５においては，評価値ｋのピーク値ｋｐも更新されながら
記憶されている。正面向きの顔画像の方が検出精度が良く，横向きの顔画像の方が検出精
度が低いので，正面向きの顔画像の評価値ｋの方が，横向きの顔画像の評価値ｋよりも大
きい。ピーク値ｋｐは，検出された顔画像が正面に近いほど大きくなる。検出された顔画
像部分の評価値ｋがピーク値ｋｐに近ければ，正面向きに近い画像部分と考えられるので
，顔らしさの精度は高いと考えられる。このために，評価値ｋがピーク値ｋｐに近いほど
タイマの計時時間が長くなるように，タイマ６が顔検出結果維持装置５により制御される
。
【００２４】
　図２は，ディジタル・カメラの顔検出に関する処理手順を示すフローチャートである。
【００２５】
　まず，顔検出フラグおよび評価ピーク値ｋｐがそれぞれ初期化される（ステップ21）。
【００２６】
　つづいて，被写体が撮像され，得られた現在の駒の被写体像中から矩形の検出画像部分
がスキャンされていき，顔画像部分を検出する顔認識処理が行われる（ステップ22）。顔
認識処理により，得られた現在の駒の被写体像中から顔画像部分の中心座標（ｘ，ｙ）（
顔画像部分とみなす位置）および評価値ｋが得られる。一駒の被写体像中に複数の顔画像
部分が検出された場合には，評価値ｋのもっとも大きな顔画像部分，ユーザによって指定
された顔画像部分などの中心座標（ｘ，ｙ）および評価値ｋが得られることとなろう。
【００２７】
　得られた顔評価値ｋがしきい値以上であれば（ステップ23），顔画像部分であると検出
された部分に，実際に顔画像が含まれていると考えられるので顔検出結果維持装置５にお
いて記憶されている顔中心座標（ｘ，ｙ）が更新され，かつ顔検出フラグがオンにセット
される（ステップ24）。例えば，被写体を撮像することにより，図３に示す被写体像41が
得られ，顔認識処理により顔画像部分42が検出されたものとする。すると，顔画像部分42
の中心座標（ｘ，ｙ）が検出されることとなる。
【００２８】
　つづいて，得られた評価値ｋと評価ピーク値ｋｐとが比較される（ステップ25）。得ら
れた評価値ｋがピーク値ｋｐよりも大きければ，ピーク値ｋｐが得られた評価値ｋに更新
される（ステップ26）。得られた評価値ｋがピーク値ｋｐ以下であれば，ステップ26の処
理はスキップされる。得られた評価値ｋとピーク値ｋｐとの関係にもとづいたタイマ６の
計時時間がセットされる（ステップ27）。例えば，評価値ｋがピーク値ｋｐと同じであれ
ば，計時時間は１秒，評価値ｋがピーク値ｋｐの70％，35％および20％であればそれぞれ
計時時間は0.70秒，0.35秒，0.20秒となる。
【００２９】
　検出された顔画像部分についてＡＦ処理，ＡＥ処理などが行われる（ステップ28）。顔
検出処理が終了しなければ（ステップ29でＮＯ），再びステップ22からの処理が繰り返さ
れる。
【００３０】
　所定時間が経過して被写体が撮像されると，次の駒の被写体像が得られる。得られた被
写体像について顔認識処理が行われる（ステップ23）。検出された顔画像部分の評価値ｋ
が，しきい値未満であればタイマ６の計時が満了したかどうかが確認される（ステップ30
）。タイマ６が計時中であれば（ステップ30でＮＯ），顔検出結果の更新から時間があま
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り経過していないので，以前に検出された顔画像部分に対してＡＦ処理，ＡＥ処理などが
行われる（ステップ28）。タイマ６の計時が満了していると（ステップ30でＹＥＳ），顔
検出結果の更新から比較的長い時間が経過してしまったので，顔検出結果はリセットされ
る（ステップ31）。顔検出結果はリセットされたので，顔検出結果を使用する処理は顔画
像部分に対する処理ではなく，たとえば被写体像全体に対する処理となる（ステップ28）
。
【００３１】
　例えば，図３に示すように顔評価値ｋがしきい値以上である顔画像部分42が含まれてい
る被写体像41が得られ，その後に図４に示す被写体像43が得られたものとする。被写体像
43に含まれている顔画像部分43は横向きの顔画像であるために顔評価値ｋがしきい値未満
となったものとする。顔画像部分42の顔評価値ｋの更新から顔画像部分44の顔評価値ｋの
判定処理までの間にタイマ６の計時が終了していなければ，被写体像43についても被写体
像41と同様に，顔画像部分42の位置の画像部分についてＡＦ処理，ＡＥ処理などが行われ
る。顔画像部分42の顔評価値ｋの更新から顔画像部分44の顔評価値ｋの判定処理までの間
にタイマ６の計時が終了していると，図４に示す被写体像43には顔画像部分は存在しない
ものとみなして上述したように，顔検出結果はリセットされることとなる。
【００３２】
　図５から図７は，他の実施例を示すものである。
【００３３】
　図５は，ディジタル・カメラの電気的構成の一部を示すブロック図である。この図にお
いて，図１に示す回路と同一の回路については同一符号を付して説明を省略する。
【００３４】
　この実施例によるディジタル・カメラにおいては前駒の被写体像の顔画像部分の中心座
標と今回の駒（現在の駒）の被写体像の顔画像部分の中心座標との変位量を比較して変位
量がしきい値未満であれば，両者の顔画像部分の人物は同一であるとみなし，変位量がし
きい値以上であれば，両者の顔画像部分の人物は異なるとみなすものである。同一人物と
判定される場合にのみ顔画像部分についてＡＦ処理，ＡＥ処理等を続行させることができ
る。
【００３５】
　上述したように，顔検出結果維持装置５に顔画像部分の中心座標が記憶される。この顔
検出結果維持装置５に記憶された中心座標は，次の駒の被写体像についての顔検出結果が
記憶されると，前回の顔の中心座標記憶装置16に記憶される。中心座標記憶装置16には，
前回の駒の被写体像において検出された顔画像部分の中心座標を表すデータが記憶され，
顔検出結果維持装置５には今回の駒の被写体像において検出された顔画像部分の中心座標
を表すデータが記憶される。変位量算出装置15において，前回の駒の被写体像において検
出された顔画像部分の中心座標と今回の駒の被写体像において検出された顔画像部分の中
心座標とが比較され，前回の駒の顔画像部分と今回の駒の顔画像部分との変位量（移動量
）が算出される。算出された変位量がしきい値以上かどうかによって上述したように同一
人物かどうかが判定される。この場合においても一駒の被写体像中に複数の顔画像部分が
検出された場合には顔評価値がもっとも大きいものなどが利用される。
【００３６】
　図６は，ディジタル・カメラにおける顔検出に関する処理手順を示すフローチャートで
ある。図７は，前回の顔画像部分を今回の被写体像に表したものである。
【００３７】
　まず，顔検出フラグおよび評価値が初期化される（ステップ51）。被写体が撮像され，
被写体像が得られると，その被写体像中の顔画像部分が検出される（ステップ52）。顔画
像部分の検出処理により，今回の顔画像部分72の中心座標（ｘ０，ｙ０）が得られる。ま
た，前回の顔画像部分71の中心座標（ｘ１，ｙ１）が中心座標記憶装置16から読み出され
る（ステップ53）。今回の顔画像部分72の中心座標（ｘ０，ｙ０）と前回の顔画像部分71
の中心座標（ｘ１，ｙ１）との距離（変位量）ｄが算出される（ステップ54）。
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　算出された変位量ｄがしきい値未満であれば（ステップ55），前回の顔画像部分71の人
物と今回の顔画像部分72の人物とは同一とみなされ，追跡フラグがオンされる（ステップ
56）。算出された変位量ｄがしきい値以上であれば（ステップ55），前回の顔画像部分71
の人物と今回の顔画像部分72の人物とは異なるとみなされ，追跡フラグがオフされる（ス
テップ57）。
【００３９】
　現在の顔画像部分72の顔評価値判定処理が行われ（ステップ58），顔評価値ｋがしきい
値以上であれば，顔検出フラグのオン，顔中心座標の更新などにより顔検出結果が更新さ
れる（ステップ59）。顔評価値ｋがしきい値未満であれば，顔検出フラグはオフとされ，
顔検出結果がリセットされる（ステップ60）。
【００４０】
　つづいて，顔検出結果を使用してＡＦ処理，ＡＥ処理などが行われる（ステップ61）。
顔追跡フラグおよび顔検出フラグのいずれもオンであれば，現在の駒の顔画像部分72は前
駒の顔画像部分71の人物と同じであり，かつ実際に顔画像を表していると考えられるので
，その顔画像部分72に対してＡＦ処理，ＡＥ処理が行われる。顔検出フラグがオンである
が，顔追跡フラグがオフの場合には，現在の駒の顔画像部分72は実際に顔画像を表してい
ると考えられるが，前回の顔の顔画像部分71の人物とは異なると考えられるので，その顔
画像部分72に対するＡＦ処理，ＡＥ処理は停止させられる。もっとも，人物が変わったと
警告をして顔画像部分72に対するＡＦ処理，ＡＥ処理を行うようにしても良い。顔検出フ
ラグがオフの場合には，顔画像部分に対するＡＦ処理，ＡＥ処理は行われずに被写体像70
の全体に対してＡＦ処理，ＡＥ処理が行われる。
【図面の簡単な説明】
【００４１】
【図１】ディジタル・カメラの電気的構成の一部を示すブロック図である。
【図２】ディジタル・カメラの処理手順を示すフローチャートである。
【図３】被写体像の一例である。
【図４】被写体像の一例である。
【図５】ディジタル・カメラの電気的構成の一部を示すブロック図である。
【図６】ディジタル・カメラの処理手順を示すフローチャートである。
【図７】被写体像の一例である。
【符号の説明】
【００４２】
　４　顔認識装置
　５　顔検出結果維持装置
　６　タイマ
　７　ピーク評価値記憶装置
　８　測光装置
　９　ＡＥ制御回路
　10　絞り駆動回路
　11　距離算出回路
　12　ＡＥ制御回路
　13　レンズ駆動回路
　15　変位量算出回路
　16　前回の顔の中心座標記憶回路
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