
JP 2011-78009 A 2011.4.14

10

(57)【要約】
【課題】被写体の人数によらず、被写体の顔や手の状態
に基づく遠隔操作を的確に行うことができる撮像装置お
よび撮像装置用プログラムを提供する。
【解決手段】被写体を撮像してデジタルの画像データを
生成する撮像手段と、前記撮像手段が生成した画像デー
タから顔画像を検出する顔画像検出手段と、前記顔画像
検出手段が検出した顔画像に対応した手画像の探索領域
を設定する手画像探索領域設定手段と、前記手画像探索
領域設定手段が設定した探索領域に存在する手画像を検
出する手画像検出手段と、前記顔画像検出手段が検出し
た顔画像および前記手画像検出手段が検出した手画像に
基づいて前記手画像の形状または動きを認識する認識手
段と、前記認識手段が認識した前記手画像の形状または
動きに応じた動作制御を行う動作制御手段と、を備える
。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被写体を撮像してデジタルの画像データを生成する撮像手段と、
　前記撮像手段が生成した画像データから顔画像を検出する顔画像検出手段と、
　前記顔画像検出手段が検出した顔画像に対応した手画像の探索領域を設定する手画像探
索領域設定手段と、
　前記手画像探索領域設定手段が設定した探索領域に存在する手画像を検出する手画像検
出手段と、
　前記顔画像検出手段が検出した顔画像と前記手画像検出手段が検出した手画像との対応
関係に基づいて前記手画像の形状または動きを認識する認識手段と、
　前記認識手段が認識した前記手画像の形状または動きに応じた動作制御を行う動作制御
手段と、
　を備えたことを特徴とする撮像装置。
【請求項２】
　前記手画像探索領域設定手段は、
　前記顔画像を含む顔画像領域の近傍に手画像の探索領域を設定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】
　前記顔画像検出手段が顔画像を検出する際に参照する顔画像のパターン情報を少なくと
も記憶するパターン情報記憶手段を備え、
　前記顔画像検出手段は、
　前記パターン情報記憶手段が記憶するパターンのうち特定のパターンに対応した顔画像
のみを検出することを特徴とする請求項１または２に記載の撮像装置。
【請求項４】
　被写体を撮像してデジタルの画像データを生成する撮像手段と、前記撮像手段が生成し
た画像データを記憶する記憶手段とを備えた撮像装置に、
　前記撮像手段が生成した画像データから顔画像を検出する顔画像検出ステップ、
　前記顔画像検出ステップで検出した顔画像に対応した手画像の探索領域を設定する手画
像探索領域設定ステップ、
　前記手画像探索領域設定ステップで設定した探索領域に存在する手画像を検出する手画
像検出ステップ、
　前記顔画像検出ステップで検出した顔画像および前記手画像検出ステップで検出した手
画像を前記記憶手段から読み出し、この読み出した顔画像と手画像の対応関係に基づいて
前記手画像の形状または動きを認識する認識ステップ、
　前記認識ステップで認識した前記手画像の形状または動きに応じた動作制御を行う動作
制御ステップ、
　を実行させることを特徴とする撮像装置用プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、被写体を撮像してデジタルの画像データを生成する撮像装置および撮像装置
用プログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、被写体を撮像してデジタルの画像データを生成するデジタルカメラ等の撮像装置
においては、顔認識技術やジェスチャ認識技術などの種々の入力技術を用いて動作制御を
行う技術が提案されている。この技術では、ユーザの顔の表情、ユーザの手や指の３次元
位置、形状、動きなどを認識することによって撮像装置の制御を行っている。以下、より
具体的な従来技術を説明する。
【０００３】
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　下記特許文献１では、カメラより入力画像から被撮影者を特定し、被撮影者が行うジェ
スチャによって、カメラおよび運台を制御し、カメラのレリーズなどの動作を行う技術が
開示されている（例えば、特許文献１を参照）。
【０００４】
　また、下記特許文献２では、ロボット装置と、そのロボット装置の周囲にいる人間との
コミュニケーションを行う場合において、ロボット装置の周囲を撮影し、撮影された画像
から、人間の顔の検出と、手または腕を検出し、検出した顔および手または腕の状態から
ジェスチャを認識する方法が開示されている（例えば、特許文献２を参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００５－５１４７２号公報
【特許文献２】特開２００７－２５７０８８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、上述した従来技術では、被写体として複数の人物が存在している場合、
人の顔と手の対応付けを正確に行うことができず、遠隔操作を的確に行うことができない
という問題があった。
【０００７】
　本発明は、上記に鑑みてなされたものであって、被写体の人数によらず、被写体の顔や
手の状態に基づく遠隔操作を的確に行うことができる撮像装置および撮像装置用プログラ
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】
【０００８】
　上述した課題を解決し、目的を達成するために、本発明に係る撮像装置は、被写体を撮
像してデジタルの画像データを生成する撮像手段と、前記撮像手段が生成した画像データ
から顔画像を検出する顔画像検出手段と、前記顔画像検出手段が検出した顔画像に対応し
た手画像の探索領域を設定する手画像探索領域設定手段と、前記手画像探索領域設定手段
が設定した探索領域に存在する手画像を検出する手画像検出手段と、前記顔画像検出手段
が検出した顔画像と前記手画像検出手段が検出した手画像との対応関係に基づいて前記手
画像の形状または動きを認識する認識手段と、前記認識手段が認識した前記手画像の形状
または動きに応じた動作制御を行う動作制御手段と、を備えたことを特徴とする。
【０００９】
　また、本発明に係る撮像装置は、上記発明において、前記手画像探索領域設定手段は、
前記顔画像を含む顔画像領域の近傍に手画像の探索領域を設定することを特徴とする。
【００１０】
　また、本発明に係る撮像装置は、上記発明において、前記顔画像検出手段が顔画像を検
出する際に参照する顔画像のパターン情報を少なくとも記憶するパターン情報記憶手段を
備え、前記顔画像検出手段は、前記パターン情報記憶手段が記憶するパターンのうち特定
のパターンに対応した顔画像のみを検出することを特徴とする。
【００１１】
　また、本発明に係る撮像装置用プログラムは、被写体を撮像してデジタルの画像データ
を生成する撮像手段と、前記撮像手段が生成した画像データを記憶する記憶手段とを備え
た撮像装置に、前記撮像手段が生成した画像データから顔画像を検出する顔画像検出ステ
ップ、前記顔画像検出ステップで検出した顔画像に対応した手画像の探索領域を設定する
手画像探索領域設定ステップ、前記手画像探索領域設定ステップで設定した探索領域に存
在する手画像を検出する手画像検出ステップ、前記顔画像検出ステップで検出した顔画像
および前記手画像検出ステップで検出した手画像を前記記憶手段から読み出し、この読み
出した顔画像と手画像の対応関係に基づいて前記手画像の形状または動きを認識する認識
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ステップ、前記認識ステップで認識した前記手画像の形状または動きに応じた動作制御を
行う動作制御ステップ、を実行させることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明によれば、画像データから顔画像を検出し、この検出した顔画像に対応する手画
像の探索領域を設定し、この設定した探索領域で手画像を検出し、この検出した手画像の
形状または動きに応じて動作制御を行うため、顔画像と手画像とを正確に対応付けること
ができる。したがって、被写体の人数によらず、被写体の顔や手の状態に基づく遠隔操作
を的確に行うことが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】図１は、本発明の一実施の形態に係る撮像装置の構成を示すブロック図である。
【図２】図２は、本発明の一実施の形態に係る撮像装置の個体別情報記憶部が記憶する個
体別情報の例を示す図である。
【図３】図３は、顔画像領域および手画像領域の変化の具体例を示す図である。
【図４】図４は、本発明の一実施の形態に係る撮像装置が撮像した画像における顔および
手の検出処理の概要を示す図である。
【図５】図５は、本発明の一実施の形態に係る撮像装置の手画像探索領域設定部が設定す
る手の探索領域の設定例を示す図である。
【図６】図６は、本発明の一実施の形態に係る撮像装置が行う処理の概要を示すフローチ
ャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　以下、添付図面を参照して、本発明を実施するための形態（以下、「実施の形態」とい
う）を説明する。
【００１５】
　図１は、本発明の一実施の形態に係る撮像装置の構成を示す図である。同図に示す撮像
装置１は、被写体を撮像して画像データを生成する撮像部２と、撮像部２が生成した画像
データに対して画像処理を施す画像処理部３と、画像処理部３が出力する画像データを含
む情報を表示する表示部４と、撮像装置１の操作指示信号が入力される入力部５と、撮像
装置１の動作を制御する制御部６と、撮像装置１の動作に関する各種情報を記憶する記憶
部７と、を備える。
【００１６】
　撮像部２は、一または複数のレンズを有する光学系と、シャッタと、絞りと、撮像素子
とを備える。光学系は、例えば焦点距離可変のズームレンズを有し、撮像素子の撮像面上
に被写体像を結像する。また、撮像素子は、ＣＣＤ（Charge Coupled Device）またはＣ
ＭＯＳ（Complementary Metal Oxide Semiconductor）を用いて実現され、光学系が結像
した被写体像をもとにデジタルの画像データを生成する。
【００１７】
　画像処理部３は、撮像部２が出力した画像データに対応する画像に含まれる人物の顔画
像および手画像をそれぞれ検出する顔画像検出部３１および手画像検出部３２を有する。
ここで、顔画像検出部３１は、例えば、髪や目や口などの人物像の頭部を構成する各部分
に関する幾何学的な形状特徴を利用して人物の頭部領域を抽出する方法や、肌色領域に注
目して顔領域を抽出する方法や、ガボールウェーブレット変換などにより画像データの中
から人物の顔位置での特徴量から顔領域を認識する方法などの公知の手法を用いて顔画像
を検出する。
【００１８】
　表示部４は、液晶、プラズマ、有機ＥＬ（Electro-Luminescense）等を用いて実現され
る。
【００１９】
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　入力部５は、撮像装置１の電源ボタン、撮像指示を与えるシャッターボタン、画像デー
タの再生や編集の指示を含む制御ボタンなどを有する。入力部５を構成する各種ボタンの
少なくとも一部の機能をタッチパネルによって実現することも可能である。
【００２０】
　制御部６は、顔画像検出部３１によって検出された人物の顔と対応する手を手画像検出
部３２が探索する領域を設定する手画像探索領域設定部６１と、手画像検出部３２が検出
した手のジェスチャを認識するジェスチャ認識部６２と、ジェスチャ認識部６２が認識し
たジェスチャに応じた動作制御を行う動作制御部６３とを有する。制御部６はＣＰＵ（Ce
ntral Proccessing Unit）等を用いて実現され、制御対象の各部とバスラインを介して接
続されている。ジェスチャ認識部６２は、顔画像検出部３１が検出した顔画像と手画像検
出部３２が検出した手画像との対応関係に基づいて手画像の形状または動きを認識する認
識手段としての機能を有する。
【００２１】
　記憶部７は、撮像部２が撮影した画像データを記憶する画像データ記憶部７１と、画像
データに含まれる人物被写体の個体別情報を記憶する個体別情報記憶部７２と、顔画像検
出部３１および手画像検出部３２が顔画像や手画像の追尾を行う時に参照する顔や手のパ
ターンを記憶するパターン情報記憶部７３と、ジェスチャ認識部６２が認識したジェスチ
ャと動作制御部６３が制御する動作との対応関係を記憶する対応関係記憶部７４と、本実
施の形態に係る撮像装置用プログラムを含み、撮像装置１が実行する各種プログラムを記
憶するプログラム記憶部７５と、有する。記憶部７は、撮像装置１の内部に固定的に設け
られるフラッシュメモリやＤＲＡＭ（Dynamic Random Access Memory）等の半導体メモリ
などを用いて実現される。なお、記憶部７が、外部から装着されるメモリカード等の記録
媒体に対して情報を記録する一方、記録媒体が記録する情報を読み出す記録媒体インター
フェースとしての機能を有していてもよい。
【００２２】
　図２は、個体別情報記憶部７２が記憶する個体別情報の例を示す図である。同図に示す
個体別情報は、顔領域情報と手領域情報とを有する。このうち、顔領域情報は、初期情報
、ロックオン情報、過去情報、現在情報、追跡位置データ列、動きベクトル情報によって
構成されている。初期情報、過去情報、および現在情報は、領域位置情報、領域サイズ情
報、肌色情報、髪色情報などをそれぞれ有する。過去情報は現在情報の一つ前の画像フレ
ームで顔画像検出部３１が検出した情報である。ロックオン情報は、顔の追尾を行ってい
るロックオン状態（Ｌ）にあるか、または顔の追尾を行っていないアンロック状態（Ｕ）
にあるかを示す情報である。ロックオン情報がアンロック状態にある場合、顔領域情報と
しては初期情報のみ存在する。追跡位置データ列は、所定の間隔での顔画像領域の領域位
置情報のデータ列｛Ｆｍ（００），Ｆｍ（１０），Ｆｍ（２０），・・・｝を示している
。ここで、ｍは個体の識別番号である。また、図２では、所定の間隔が１０フレームごと
（００，１０，２０，・・・）である場合を示している。動きベクトル情報は、データ列
｛Ｆｍ（００），Ｆｍ（１０），Ｆｍ（２０），・・・｝において、隣接するデータの差
分により算出され、例えばＶＦｍ（００，１０）＝Ｆｍ（１０）－Ｆｍ（００）である。
【００２３】
　手領域情報は、顔領域情報と同様、初期情報、ロックオン情報、過去情報、現在情報、
追跡位置データ列、動きベクトル情報によって構成されている。初期情報、過去情報、お
よび現在情報は、領域位置情報、領域サイズ情報、肌色情報、左右情報などをそれぞれ有
する。ロックオン情報、追跡位置データ列、動きベクトル情報は、顔領域情報と同様に定
義される。
【００２４】
　図３は、顔画像領域および手画像領域の変化の具体例を示す図である。図３において、
顔画像領域Ｆｍは、時間とともに変化しなかった場合を示している（Ｆｍ＝Ｆｍ（００）
，Ｆｍ（１０），Ｆｍ（２０），・・・）。これに対し、手領域はＨｍ（００），Ｈｍ（
１０），Ｈｍ（２０），Ｈｍ（３０），Ｈｍ（４０）と徐々に変化している。このため、
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手の動きベクトルＶＨｍ（００，１０），ＶＨｍ（１０，２０），ＶＨｍ（２０，３０）
，ＶＨｍ（３０，４０）も互いに異なる。なお、顔画像領域が動いている場合には、顔画
像の動きベクトル分を差し引いて手画像の領域位置情報のデータ列や動きベクトルを求め
ればよい。ところで、図３では、１０フレーム毎の手画像領域を示しているため、隣接す
る手画像領域であっても離れているが、１フレームごとで見た場合、隣接するフレーム画
像間の手画像領域は図３ほど離れておらず、互いに重なり合っているのが一般的である。
【００２５】
　なお、顔領域情報として、顔の大きさ、顔の回転姿勢角度、存在領域、肌のテクスチャ
（皺）などの情報を加えてもよい。また、手領域情報として、手の大きさ、手の回転姿勢
角度、手の重心、手の色、手の表と裏、手のテクスチャなどの情報を加えてもよい。手の
色を記録する際には、ＲＧＢ表色系からＨＳＶ表色系などに変換することにより、光の影
響を受けにくい形式で記憶しておくのが好ましい。
【００２６】
　次に、図４および図５を参照して、撮像装置１が行う処理の特徴を説明する。図４は、
撮像装置１が撮像した画像における顔および手の検出処理の概要を示す図である。図４に
示す画像１００は、３人の人物が被写体として写っている。撮像装置１では、顔画像検出
部３１が、画像１００に写っている人物の顔およびその顔の位置を検出する。図４に示す
場合、顔画像検出部３１は、３つの顔画像を検出し、各顔画像に対応する顔画像領域Ｆ（
１）～Ｆ（３）を設定する。その後、手画像探索領域設定部６１は、顔画像領域Ｆ（１）
～Ｆ（３）にそれぞれ対応した手画像の探索領域を設定する。
【００２７】
　図５は、手画像の探索領域の設定例を示す図である。図５において、探索領域ＤH(N)は
、顔画像領域ＤF(N)の左下方に設定される。顔画像領域ＤF(N)に横のサイズをＷとし、縦
のサイズＨとすると、探索領域ＤH(N)の横のサイズはａＷ，縦のサイズはｂＨとなる。こ
こで、ａ，ｂは１より小さい定数である。また、顔画像領域ＤF(N)の重心ＧFと探索領域
ＤH(N)の重心ＧHとの水平方向の差分はΔｘであり，鉛直方向の差分はΔｙである。手画
像検出部３２は、手画像探索領域設定部６１が設定した探索領域で手画像の検出を行う。
【００２８】
　図４に示す場合、手画像検出部３２は、顔画像領域Ｆ（２），Ｆ（３）にそれぞれ対応
した手画像を検出し、この検出した手画像に対応する手画像領域Ｈ（２），Ｈ（３）を設
定している。これに対し、手画像検出部３２は、顔画像領域Ｆ（１）に対応する手画像を
検出していないため、顔画像領域Ｆ（１）に対応する手画像領域は設定されていない。な
お、手領域Ｈａ、Ｈｂは、図５に示す探索領域ＤH(N)とは無関係の領域である。このため
、手画像検出部３２は、手領域Ｈａ、Ｈｂを検出しない。
【００２９】
　このようにして、本実施の形態では、画像中で検出した顔の近傍にある手を検出するよ
うにしているため、被写体である人物に対して顔の近くに手を持ってくるように伝えれば
、顔画像と手画像との対応付けを容易にかつ正確に行うことができる。
【００３０】
　図６は、撮像装置１の処理の概要を示すフローチャートである。図６において、撮像装
置１は、まず撮像部２が撮像することによって画像（スルー画像）を取得する（ステップ
Ｓ１）。
【００３１】
　続いて、顔画像検出部３１は、パターン情報記憶部７３が記憶する人物の顔のパターン
情報を用いることにより、取得した画像に含まれる人物の顔画像の検出を行う（ステップ
Ｓ２）。顔画像検出部３１が画像中に含まれる人物の顔画像を検出した場合（ステップＳ
２：Ｙｅｓ）、制御部６は検出した人物の顔画像にラベルＮ（Ｎは自然数）を付与する（
ステップＳ３）。このラベルは画像中での人物を識別するための便宜的なものであり、個
体別情報記憶部７２が記憶する識別番号ｍとは異なる。以下、画像中に含まれる人物の総
数がＮSであるとし（Ｎ＝１，２，・・・，ＮS）、顔画像を「顔画像Ｆ（Ｎ）」という。
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この後、制御部６は、Ｎ＝０と初期化（ステップＳ４）した後、Ｎ＋１をＮとおく（ステ
ップＳ５）。なお、ステップＳ２において、顔画像検出部３１が顔画像を検出しなかった
場合（ステップＳ２：Ｎｏ）、撮像装置１は一連の処理を終了する。
【００３２】
　ステップＳ５に続いて、撮像装置１は、個体別情報記憶部７２を参照して、顔画像Ｆ（
Ｎ）に対応する初期情報があるか否かを判定する（ステップＳ６）。顔画像Ｆ（Ｎ）に対
応する初期情報がある場合（ステップＳ６：Ｙｅｓ）、制御部６は、顔画像Ｆ（Ｎ）の現
在情報を過去情報として個体別情報記憶部７２へ記録し（ステップＳ７）、顔画像Ｆ（Ｎ
）の検出結果を現在情報として個体別情報記憶部７２へ記録する（ステップＳ８）。続い
て、制御部６は、顔画像Ｆ（Ｎ）の過去情報の領域位置情報を追跡位置データ列に記録す
る（ステップＳ９）。その後、制御部６は、顔画像Ｆ（Ｎ）の動きベクトルを算出して個
体別情報記憶部７２へ記録する（ステップＳ１０）。
【００３３】
　その後、ラベルＮがＮSである場合（ステップＳ１１：Ｙｅｓ）、撮像装置１はラベル
Ｎ＝０と再初期化し（ステップＳ１２）、Ｎ＋１をＮとおく（ステップＳ１３）。一方、
ラベルＮがＮSでない場合（ステップＳ１１：Ｎｏ）、撮像装置１はステップＳ５へ戻る
。
【００３４】
　ステップＳ６において、顔画像Ｆ（Ｎ）に対応する初期情報がない場合（ステップＳ６
：Ｎｏ）、制御部６は、顔画像Ｆ（Ｎ）の検出結果を初期情報として記録する（ステップ
Ｓ１４）。この後、撮像装置１は、上述したステップＳ１１へ移行する。
【００３５】
　以下、ステップＳ１５以降の処理を説明する。まず、顔画像Ｆ（Ｎ）に対応する手画像
Ｆ（Ｎ）の初期情報、過去情報がない場合（ステップＳ１５：Ｎｏ）、手画像探索領域設
定部６１は、顔画像Ｆ（Ｎ）の現在情報に基づいて手画像Ｈ（Ｎ）の探索領域ＤH(N)を設
定する（ステップＳ１６）。
【００３６】
　続いて、手画像検出部３２は、設定した探索領域で手画像Ｈ（Ｎ）を検出する（ステッ
プＳ１７）。手画像検出部３２が探索領域ＤH(N)で手画像Ｈ（Ｎ）を検出した場合（ステ
ップＳ１７：Ｙｅｓ）、制御部６は、手画像Ｈ（Ｎ）の検出結果を初期情報、過去情報と
して記録する（ステップＳ１８）。一方、手画像検出部３２が探索領域ＤH(N)手画像Ｈ（
Ｎ）を検出しなかった場合（ステップＳ１７：Ｎｏ）、撮像装置１は一連の処理を終了す
る。
【００３７】
　次に、顔画像Ｆ（Ｎ）に対応する手Ｆ（Ｎ）の初期情報、過去情報がある場合（ステッ
プＳ１５：Ｙｅｓ）を説明する。この場合、撮像装置１は、顔画像Ｆ（Ｎ）の現在情報と
手画像Ｈ（Ｎ）の過去情報とに基づいて手の探索領域ＤH(N)を設定する（ステップＳ１９
）。ここでの探索領域ＤH(N)は、過去情報を検出した場合の検出領域を含み、かつ過去情
報を検出した場合の探索領域よりも大きい面積を有するように通常は設定される。これに
より、手画像検出部３２は、手画像を確実に追尾、検出することができる。なお、頭部領
域の位置に変動があった場合には、この変動に合わせて手の探索範囲の位置を調整するこ
とが望ましい。
【００３８】
　ステップＳ１９の後、設定した探索領域ＤH(N)で手画像Ｈ（Ｎ）を検出した場合（ステ
ップＳ２０：Ｙｅｓ）、制御部６は、手画像Ｈ（Ｎ）の過去情報との相関度を判定する（
ステップＳ２１）。ここでの相関度は、例えばテンプレートマッチングによる画像相関処
理など、従来より知られている画像処理技術を適用することができる。一般的なテンプレ
ートマッチングによる画像相関処理を行う場合、撮影された画像をモノクロ化し、一つ前
の画像フレームの画像データを比較基準画像として用いる。このため、最新の手画像領域
内の画像データは、パターン情報記憶部７３にテンプレート画像として記録される。なお
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、ステップＳ２０において、設定した探索領域ＤH(N)で手画像Ｈ（Ｎ）を検出しなかった
場合（ステップＳ２０：Ｎｏ）、撮像装置１は後述するステップＳ２８へ移行する。
【００３９】
　制御部６が判定した結果、手画像Ｈ（Ｎ）の過去情報と一定の相関がある場合（ステッ
プＳ２２：Ｙｅｓ）、制御部６は、手画像Ｈ（Ｎ）の現在情報を過去情報として記録し（
ステップＳ２３）、手画像Ｈ（Ｎ）の検出結果を現在情報として記録する（ステップＳ２
４）。
【００４０】
　続いて、制御部６は、手画像Ｈ（Ｎ）の過去情報の領域位置情報を追跡位置データ列に
記録する（ステップＳ２５）。その後、制御部６は、手画像Ｈ（Ｎ）の動きベクトルを算
出して個体別情報記憶部７２へ記録する（ステップＳ２６）。
【００４１】
　この後、ジェスチャ認識部６２は、手画像Ｈ（Ｎ）の追跡位置データ列および動きベク
トルに基づいて、手画像Ｈ（Ｎ）のジェスチャを認識する（ステップＳ２７）。
【００４２】
　その後、ラベルＮがＮSである場合（ステップＳ２８：Ｙｅｓ）、動作制御部６３はジ
ェスチャ認識部６２の認識結果をもとに対応関係記憶部７４を参照して撮像装置１の動作
制御を行う（ステップＳ２９）。例えば、被写体が図３に示すようなジェスチャを行った
場合、動作制御部６３は、対応関係記憶部７４を参照し、そのジェスチャに対応する動作
（例えばレリーズ、動作ロック／ロック解除など）を撮像装置１に行わせるように制御す
る。これに対し、ラベルＮがＮSでない場合（ステップＳ２８：Ｎｏ）、撮像装置１はス
テップＳ１３へ戻る。
【００４３】
　ステップＳ２２において制御部６が判定した結果、手画像Ｈ（Ｎ）の過去情報と一定の
相関がない場合（ステップＳ２２：Ｎｏ）、制御部６は、手領域情報をリセットする（ス
テップＳ３０）。これにより、ロックオン情報はアンロック状態となる。その後、撮像装
置１は、ステップＳ２８へ移行する。
【００４４】
　なお、図６においては、全てのフレームで追跡位置データ列の記録と動きベクトルの算
出、記録を行う場合を説明したが、図２、図３を参照して説明したように、所定間隔のフ
レームごと（例：１０フレームごと）に追跡位置データ列の記録と動きベクトルの算出、
記録を行うようにしてもよいし、動きベクトルの変化量が大きくなるフレームのみを記録
するようにしてもよい。
【００４５】
　以上説明した本発明の一実施の形態によれば、画像データから顔画像を検出し、この検
出した顔画像に対応する手画像の探索領域を設定し、この設定した探索領域で手画像を検
出し、この検出した手画像の形状または動きに応じて動作制御を行うため、手の探索範囲
を狭めることによって顔画像と手画像とを正確に対応付けることができる。したがって、
被写体の人数によらず、被写体の顔や手の状態に基づく遠隔操作を的確に行うことが可能
となる。
【００４６】
　また、本実施の形態によれば、顔と手の対応関係を初期化し、この初期化に基づいて手
の動きを追跡するため、複数の人物の手の動きを個別に追尾することができる。したがっ
て、複数の人が同時に行うジェスチャで撮像装置を操作させることも可能となる。また、
一人の人物の手の動きについて、片手だけではなく、両手を同時に検出することもできる
ので、両手を使ったジェスチャで操作させることも当然可能となる。
【００４７】
　また、本実施の形態によれば、初期化の位置をジェスチャ動作開始位置として定義する
ことにより、ジェスチャ動作の解析が容易となる。
【００４８】
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　なお、本発明は、上述した一実施の形態に限定されるべきものではない。例えば、被写
体全ての顔画像を検出する代わりに、撮像装置の持ち主など特定の人物の顔画像のみを検
出することができる。この場合には、人物ごとにジェスチャと動作との対応関係を設定す
ることができるようにしてもよい。
【００４９】
　また、本発明において、ジェスチャとしては、特定の人物の手をその人物の顔の前に置
いたり、他の人物の頭部に接触するようなジェスチャを設定することも可能である。
【００５０】
　また、本発明において、ジェスチャの代わりに手の位置および形状から定まるポスチャ
（posture）認識によって動作制御を行うようにしてもよい。例えば、図４に示す場合、
真ん中の人は顔の左側で指を３本立てたポスチャをしている。そこで、このようなポスチ
ャをしている人物が少なくとも一人いる場合に撮像装置１の動作制御を行うようにしても
よい。また、画像中の全ての人物が同じポスチャをしている場合に撮像装置１の動作制御
を行うようにしてもよい。
【００５１】
　なお、本発明は、撮像装置のみならず、テレビ等の家電製品の遠隔操作にも広く利用す
ることができる。
【符号の説明】
【００５２】
　１　撮像装置
　２　撮像部
　３　画像処理部
　４　表示部
　５　入力部
　６　制御部
　７　記憶部
　３１　顔画像検出部
　３２　手画像検出部
　６１　手画像探索領域設定部
　６２　ジェスチャ認識部
　６３　動作制御部
　７１　画像データ記憶部
　７２　個体別情報記憶部
　７３　パターン情報記憶部
　７４　対応関係記憶部
　７５　プログラム記憶部
　１００　画像
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