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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　表示画面に複数のメニュー項目を一覧表示させるメニュー表示制御手段と、
　前記表示画面を観察するユーザの視線を検出する視線検出手段と、
　前記視線検出手段の検出結果から前記表示画面内における前記ユーザの視線位置を特定
する視線位置特定手段と、
　前記視線位置特定手段により特定された視線位置に対応するメニュー項目を選択決定す
る選択決定手段と、
　前記表示画面を備えた本体の動きを検出する動き検出手段と、
　前記動き検出手段により検出される動き量が所定値以下である場合に、前記視線検出手
段を作動させる動作制御手段と、
　を備えることを特徴とする携帯型電子装置。
【請求項２】
　前記表示画面を観察するユーザの目の瞬きを検出する瞬き検出手段を備え、
　前記選択決定手段は、前記瞬き検出手段により瞬きが検出された際の視線位置に対応す
るメニュー項目を選択決定することを特徴とする請求項１に記載の携帯型電子装置。
【請求項３】
　前記表示画面を観察するユーザの顔を検出する顔検出手段を備え、
　前記動作制御手段は、前記動き検出手段により検出される動き量が所定値以下であり、
かつ前記顔検出手段により前記ユーザの顔が検出された場合に、前記視線検出手段を作動
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させることを特徴とする請求項１に記載の携帯型電子装置。
【請求項４】
　前記視線検出手段及び前記顔検出手段の検出結果に基づき、視線方向が固定されたまま
顔が移動したことを条件として、前記ユーザのうなずき動作を検出するうなずき検出手段
を備え、
　前記選択決定手段は、前記うなずき検出手段によりうなずきが検出された際の視線位置
に対応するメニュー項目を選択決定することを特徴とする請求項１に記載の携帯型電子装
置。
【請求項５】
　表示画面に複数のメニュー項目を一覧表示させるメニュー表示制御手段と、
　前記表示画面を観察するユーザの視線を検出する視線検出手段と、
　前記視線検出手段の検出結果から前記表示画面内における前記ユーザの視線位置を特定
する視線位置特定手段と、
　前記視線位置特定手段により特定された視線位置に基づき、前記メニュー項目の一部を
拡大枠の中に配列させて前記表示画面に拡大表示する拡大表示手段と、
　前記拡大表示手段により拡大表示がなされた後、前記視線位置特定手段により特定され
た視線位置に対応する前記拡大枠内のメニュー項目を選択決定する選択決定手段と、
　前記表示画面を備える本体の動きを検出する動き検出手段と、
　前記動き検出手段により検出される動き量が所定値以下である場合に、前記視線検出手
段を作動させる動作制御手段と、
　を備えることを特徴とする携帯型電子装置。
【請求項６】
　前記表示画面を観察するユーザの目の瞬きを検出する瞬き検出手段を備え、
　前記選択決定手段は、前記瞬き検出手段により瞬きが検出された際の視線位置に対応す
るメニュー項目を選択決定することを特徴とする請求項５に記載の携帯型電子装置。
【請求項７】
　前記拡大表示手段は、前記視線位置特定手段により特定される視線位置が前記拡大枠の
範囲外となった場合に前記拡大表示を終了することを特徴とする請求項５または６に記載
の携帯型電子装置。
【請求項８】
　前記視線位置特定手段により特定される視線位置の軌跡を追跡し、所定時間内に前記軌
跡が複数回通過したメニュー項目を特定する視線追跡手段を備え、
　前記拡大表示部は、前記視線追跡手段により特定されたメニュー項目と、その周囲のメ
ニュー項目を拡大枠の中に配列させて拡大表示を行うことを特徴とする請求項５から７い
ずれか１項に記載の携帯型電子装置。
【請求項９】
　前記表示画面を観察するユーザの目の瞬きを検出する瞬き検出手段と、
　前記視線位置特定手段により特定される視線位置の軌跡を追跡し、前記瞬き検出手段に
より検出される第１回目の瞬きから第２回目の瞬きまでの期間内に移動する前記視線位置
の軌跡を特定する視線追跡手段を備え、
　前記拡大表示部は、前記視線追跡手段により特定された前記軌跡が通過したメニュー項
目を拡大枠の中に配列させて拡大表示を行うことを特徴とする請求項５から７いずれか１
項に記載の携帯型電子装置。
【請求項１０】
　前記表示画面を観察するユーザの目の瞬きを検出する瞬き検出手段と、
　前記視線位置特定手段により特定される視線位置の軌跡を追跡し、前記瞬き検出手段に
より検出される第１回目の瞬きから第２回目の瞬きまでの期間内に移動する前記視線位置
の軌跡を特定する視線追跡手段を備え、
　前記拡大表示部は、前記視線追跡手段により特定された前記軌跡を囲うように矩形領域
を設定し、該矩形領域に含まれるメニュー項目を拡大枠の中に配列させて拡大表示を行う
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ことを特徴とする請求項５から７いずれか１項に記載の携帯型電子装置。
【請求項１１】
　前記表示画面を観察するユーザの目の瞬きを検出する瞬き検出手段を備え、
　前記拡大表示部は、前記瞬き検出手段により検出される第１回目の瞬き検出時の視線位
置と第２回目の瞬き検出時の視線位置とを縦方向及び横方向に関する最大・最小点とする
ように矩形領域を設定し、該矩形領域に含まれるメニュー項目を拡大枠の中に配列させて
拡大表示を行うことを特徴とする請求項５から７いずれか１項に記載の携帯型電子装置。
【請求項１２】
　表示画面に複数のメニュー項目を一覧表示させる機能を有する携帯型電子装置の制御方
法において、
　前記表示画面を備える本体の動きを検出し、検出した動き量が所定値以下である場合に
、前記表示画面を観察するユーザの視線を検出するとともに、前記表示画面内における前
記ユーザの視線位置を特定し、特定した視線位置に対応するメニュー項目を選択決定する
ことを特徴とする携帯型電子装置の制御方法。
【請求項１３】
　表示画面に複数のメニュー項目を一覧表示させる機能を有する携帯型電子装置の制御方
法において、
　前記表示画面を備える本体の動きを検出し、検出した動き量が所定値以下である場合に
、前記表示画面を観察するユーザの視線を検出するとともに、前記表示画面内における前
記ユーザの視線位置を特定し、特定した視線位置に基づき、前記メニュー項目の一部を拡
大枠の中に配列させて前記表示画面に拡大表示し、拡大表示した後、前記ユーザの視線位
置に対応する前記拡大枠内のメニュー項目を選択決定することを特徴とする携帯型電子装
置の制御方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、デジタルカメラや携帯電話機等の携帯型電子装置及びその制御方法に関する
。
【背景技術】
【０００２】
　近年、電子装置には多くの機能が備えられており、選択可能なメニュー項目の数が膨大
となっている。このため、表示画面にメニュー項目を効率よく表示し、かつ効率よく選択
が行えるように、メニューを階層構造とすることが知られている。一方、メニューを階層
構造とすると、所望とするメニュー項目を見つけ出すには、浅い階層から深い階層へと順
次選択していく必要がある。そこで、表示画面に多数のメニュー項目を効率よく一覧表示
させる方法が提案されている（例えば、特許文献１参照）。
【０００３】
　また、近年、メニュー項目をより簡単に選択することができるように、ユーザが所望の
メニュー項目を注視するだけで、メニュー項目の選択決定を行うことを可能とする技術が
提案されている（例えば、特許文献２参照）。特許文献２に記載の技術には、ビデオカメ
ラを用いて顔画像を取得し、画像処理によってユーザの視線方向を検出する手法が用いら
れている。
【特許文献１】特開２００６－２９３９９７号公報
【特許文献２】特開２００５－１００３６６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　また、近年、デジタルカメラや携帯電話機等の種々の携帯型電子装置が普及しており、
これらの携帯型電子装置には多数のメニュー項目が備えられている。このような携帯型電
子装置のメニュー選択操作を簡便化するために、特許文献２に記載の技術による視線検出
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装置を組み込むことが容易に考えられる。しかしながら、携帯型電子装置では、ユーザの
保持の仕方によっては動きが生じてしまうため、視線検出の際に、携帯型電子装置に生じ
た動きをユーザの視線の動きとして誤検出してしまうことが考えられ、視線検出により精
度良くメニュー項目の選択決定を行うことができないといった問題がある。
【０００５】
　本発明はこのような問題に対してなされたものであり、視線検出により精度良くメニュ
ー項目の選択決定を行うことを可能とする携帯型電子装置及びその制御方法を提供するこ
とを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の携帯型電子装置は、表示画面に複数のメニュー項目を一覧表示させるメニュー
表示制御手段と、前記表示画面を観察するユーザの視線を検出する視線検出手段と、前記
視線検出手段の検出結果から前記表示画面内における前記ユーザの視線位置を特定する視
線位置特定手段と、前記視線位置特定手段により特定された視線位置に対応するメニュー
項目を選択決定する選択決定手段と、前記表示画面を備えた本体の動きを検出する動き検
出手段と、前記動き検出手段により検出される動き量が所定値以下である場合に、前記視
線検出手段を作動させる動作制御手段と、を備えることを特徴とする。
【０００７】
　なお、前記表示画面を観察するユーザの目の瞬きを検出する瞬き検出手段を備え、前記
選択決定手段は、前記瞬き検出手段により瞬きが検出された際の視線位置に対応するメニ
ュー項目を選択決定することが好ましい。
【０００８】
　また、前記表示画面を観察するユーザの顔を検出する顔検出手段を備え、前記動作制御
手段は、前記動き検出手段により検出される動き量が所定値以下であり、かつ前記顔検出
手段により前記ユーザの顔が検出された場合に、前記視線検出手段を作動させることも好
ましい。
【０００９】
　また、前記視線検出手段及び前記顔検出手段の検出結果に基づき、視線方向が固定され
たまま顔が移動したことを条件として、前記ユーザのうなずき動作を検出するうなずき検
出手段を備え、前記選択決定手段は、前記うなずき検出手段によりうなずきが検出された
際の視線位置に対応するメニュー項目を選択決定することも好ましい。
【００１０】
　また、本発明の携帯型電子装置は、表示画面に複数のメニュー項目を一覧表示させるメ
ニュー表示制御手段と、前記表示画面を観察するユーザの視線を検出する視線検出手段と
、前記視線検出手段の検出結果から前記表示画面内における前記ユーザの視線位置を特定
する視線位置特定手段と、前記視線位置特定手段により特定された視線位置に基づき、前
記メニュー項目の一部を拡大枠の中に配列させて前記表示画面に拡大表示する拡大表示手
段と、前記拡大表示手段により拡大表示がなされた後、前記視線位置特定手段により特定
された視線位置に対応する前記拡大枠内のメニュー項目を選択決定する選択決定手段と、
前記表示画面を備える本体の動きを検出する動き検出手段と、前記動き検出手段により検
出される動き量が所定値以下である場合に、前記視線検出手段を作動させる動作制御手段
と、を備えることを特徴とする。
【００１１】
　なお、前記表示画面を観察するユーザの目の瞬きを検出する瞬き検出手段を備え、前記
選択決定手段は、前記瞬き検出手段により瞬きが検出された際の視線位置に対応するメニ
ュー項目を選択決定することが好ましい。
【００１２】
　また、前記拡大表示手段は、前記視線位置特定手段により特定される視線位置が前記拡
大枠の範囲外となった場合に前記拡大表示を終了することが好ましい。
【００１３】
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　また、前記視線位置特定手段により特定される視線位置の軌跡を追跡し、所定時間内に
前記軌跡が複数回通過したメニュー項目を特定する視線追跡手段を備え、前記拡大表示部
は、前記視線追跡手段により特定されたメニュー項目と、その周囲のメニュー項目を拡大
枠の中に配列させて拡大表示を行うことが好ましい。
【００１４】
　また、前記表示画面を観察するユーザの目の瞬きを検出する瞬き検出手段と、前記視線
位置特定手段により特定される視線位置の軌跡を追跡し、前記瞬き検出手段により検出さ
れる第１回目の瞬きから第２回目の瞬きまでの期間内に移動する前記視線位置の軌跡を特
定する視線追跡手段を備え、前記拡大表示部は、前記視線追跡手段により特定された前記
軌跡が通過したメニュー項目を拡大枠の中に配列させて拡大表示を行うことも好ましい。
【００１５】
　また、前記表示画面を観察するユーザの目の瞬きを検出する瞬き検出手段と、前記視線
位置特定手段により特定される視線位置の軌跡を追跡し、前記瞬き検出手段により検出さ
れる第１回目の瞬きから第２回目の瞬きまでの期間内に移動する前記視線位置の軌跡を特
定する視線追跡手段を備え、前記拡大表示部は、前記視線追跡手段により特定された前記
軌跡を囲うように矩形領域を設定し、該矩形領域に含まれるメニュー項目を拡大枠の中に
配列させて拡大表示を行うことも好ましい。
【００１６】
　また、前記表示画面を観察するユーザの目の瞬きを検出する瞬き検出手段を備え、前記
拡大表示部は、前記瞬き検出手段により検出される第１回目の瞬き検出時の視線位置と第
２回目の瞬き検出時の視線位置とを縦方向及び横方向に関する最大・最小点とするように
矩形領域を設定し、該矩形領域に含まれるメニュー項目を拡大枠の中に配列させて拡大表
示を行うことも好ましい。
【００１７】
　また、本発明の携帯型電子装置の制御方法は、表示画面に複数のメニュー項目を一覧表
示させる機能を有する携帯型電子装置の制御方法において、前記表示画面を備える本体の
動きを検出し、検出した動き量が所定値以下である場合に、前記表示画面を観察するユー
ザの視線を検出するとともに、前記表示画面内における前記ユーザの視線位置を特定し、
特定した視線位置に対応するメニュー項目を選択決定することを特徴とする。
【００１８】
　また、本発明の携帯型電子装置の制御方法は、表示画面に複数のメニュー項目を一覧表
示させる機能を有する携帯型電子装置の制御方法において、前記表示画面を備える本体の
動きを検出し、検出した動き量が所定値以下である場合に、前記表示画面を観察するユー
ザの視線を検出するとともに、前記表示画面内における前記ユーザの視線位置を特定し、
特定した視線位置に基づき、前記メニュー項目の一部を拡大枠の中に配列させて前記表示
画面に拡大表示し、拡大表示した後、前記ユーザの視線位置に対応する前記拡大枠内のメ
ニュー項目を選択決定することを特徴とする。
【発明の効果】
【００１９】
　本発明によれば、本体の動きを検出し、検出した動き量が所定値以下である場合に視線
検出を開始するので、精度良くメニュー項目の選択決定を行うことができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２０】
　図１において、デジタルカメラ１０のカメラ本体１２の前面には、ズームレンズである
撮影レンズ１４を収納する沈胴式のレンズユニット１６、ストロボ発光部１８、対物側フ
ァインダ窓２０が設けられている。ストロボ発光部１８は、撮影を実行する際に被写体輝
度に応じてストロボ光を照射する。対物側ファインダ窓２０は、光学ファインダを構成す
る。
【００２１】
　図２において、カメラ本体１２の背面には、表示装置としての液晶ディスプレイ（ＬＣ
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Ｄ）２２、光学ファインダを構成するファインダ接眼窓２４、複数の操作部材からなる操
作部２６、撮影者（ユーザ）を撮影するユーザ側撮像部２８が設けられている。ＬＣＤ２
２は、撮影モード時には電子ビューファインダとして機能して、スルー画をリアルタイム
に表示し、再生モード時には、メモリカード４４に記録されている画像データに基づき、
画像を再生表示する。また、ＬＣＤ２２は、メニュー設定モード時には、設定可能な全メ
ニュー項目を画面内にメニュー表示する。
【００２２】
　操作部２６は、モード切替スイッチ３０、ズーム操作ボタン３２、メニューボタン３４
、キャンセルボタン３６などから構成されている。モード切替スイッチ３０は、デジタル
カメラ１０の動作モードを切り替える際に操作される。モード切替スイッチ３０により切
り替え可能な動作モードとしては、静止画撮影を行う撮影モード、撮影により得られた画
像をＬＣＤ２２に再生表示する再生モードなどがある。ズーム操作ボタン３２は、撮影モ
ード時に、撮像レンズ１４のズームレンズを変倍する際に操作される。
【００２３】
　メニューボタン３４は、ＬＣＤ２２にメニュー表示を行う際に操作される。メニューボ
タン３４の操作により、ＬＣＤ２２には、図３に示すようにメニュー表示がなされる（以
下、このＬＣＤ２２の表示画面を、メニュー画面と称する）。メニュー画面内からのメニ
ュー項目の選択決定は、後述するユーザの視線及び瞬き検出によってなされる。キャンセ
ルボタン３６は、このメニュー表示に伴って移行するメニュー設定モードを解除する際に
操作される。
【００２４】
　ユーザ側撮像部２８は、メニュー設定モード時に、ＬＣＤ２２を観察するユーザの顔画
像を撮像する。ユーザ側撮像部２８により撮像されたユーザの顔画像は、ユーザの視線方
向を検出する視線検出や、ユーザの目の瞬きを検出する瞬き検出に用いられる。視線検出
の検出情報は、メニュー項目を選択する条件として用いられ、瞬き検出の検出情報は、選
択したメニュー項目を決定する条件として用いられる。
【００２５】
　カメラ本体１２の上面には、レリーズボタン３８及び電源ボタン４０が設けられている
。レリーズボタン３８が半押し操作された際に各種撮影準備処理が実行され、この状態で
レリーズボタン３８が更に押し込まれる全押し操作によって撮影処理が実行される。電源
ボタン４０は、デジタルカメラ１０の電源のオン／オフを切り替える際に操作される。
【００２６】
　カメラ本体１２の側面には、開閉自在なカード装填蓋４２が設けられている。カード装
填蓋４２を開くと、メモリカード４４が着脱自在に装填されるメモリカードスロット４６
が露呈される。
【００２７】
　デジタルカメラ１０の電気的構成を示す図４において、ＣＰＵ５０は、デジタルカメラ
１０の動作を制御する制御部として機能し、デジタルカメラ１０の各部を制御する。ＣＰ
Ｕ５０に接続されたＲＯＭ５２には、デジタルカメラ１０を動作させるための制御プログ
ラムや各種設定情報が書き込まれており、ＣＰＵ５０はこのプログラムに従って各部を制
御する。
【００２８】
　ＲＡＭ５４及びＶＲＡＭ５６は、例えば、高速なデータ読み出しと書き込みが可能なＳ
ＤＲＡＭからなる。ＲＡＭ５４は、ＣＰＵ５０による演算作業領域として利用される。Ｖ
ＲＡＭ５６は、撮像により得られる画像データを順次に一時的に記憶する。
【００２９】
　レンズユニット１６には、図示しないズーム機構、フォーカス機構、絞り装置が組み込
まれている。ズーム機構は、ズーム操作ボタン３２の操作に応答して、撮影レンズ１４を
移動させてズーミングを行う。フォーカス機構は、撮影レンズ１４に組み込まれたフォー
カスレンズを移動させてピント合せを行う。絞り装置は、図示しない絞りを調節すること
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で、メインＣＣＤ５８に入射する被写体光の光量を調節する。ズーム機構、フォーカス機
構、絞り装置は、ＣＰＵ５０によって動作制御される。
【００３０】
　撮影レンズ１４の背後には、多数のフォトダイオードが受光面に並べられたメインＣＣ
Ｄ５８が配置され、撮影レンズ１４からの被写体光を電気的な撮像信号に変換して出力す
る。メインＣＣＤ５８には、ＣＰＵ５０によって制御される第１のタイミングジェネレー
タ（第１ＴＧ）６０が接続されている。メインＣＣＤ５８は、第１ＴＧ６０から入力され
る駆動パルスによって駆動され、撮像信号の出力を行う。第１ＴＧ６０は、メインＣＣＤ
５８の電荷蓄積時間（シャッタ速度）と電荷転送タイミングを制御する。
【００３１】
　ユーザ側撮像部２８は、メインＣＣＤ５８と同様な構成のサブＣＣＤ６２と、サブＣＣ
Ｄ６２の受光面に像を結像させる撮影レンズ６４とから構成されている。サブＣＣＤ６２
には、ＣＰＵ５０によって制御される第２のタイミングジェネレータ（第２ＴＧ）６６が
接続されている。同様に、サブＣＣＤ６２は、第２ＴＧ６６から入力される駆動パルスに
よって駆動され、撮像信号の出力を行う。第２ＴＧ６６は、サブＣＣＤ６２の電荷蓄積時
間（シャッタ速度）と電荷転送タイミングを制御する。
【００３２】
　ＣＰＵ５０は、静止画撮影モード時には、第１ＴＧ６０を作動させてメインＣＣＤ５８
に撮像動作を実行させ、メニュー設定モード時には、第２ＴＧ６６を作動させてサブＣＣ
Ｄ６２に撮像動作を実行させる。
【００３３】
　メインＣＣＤ５８またはサブＣＣＤ６２から出力された撮像信号は、アナログ信号処理
回路６８に入力される。アナログ信号処理回路６８は、ＣＤＳ（Correlated Double Samp
ling）回路、ＡＧＣ（Automatic Gain Control）回路、Ａ／Ｄ変換器から構成され、第１
ＴＧ６０または第２ＴＧ６６からの同期パルスが入力されることで、メインＣＣＤ５８ま
たはサブＣＣＤ６２の電荷転送動作と同期して作動する。ＣＤＳ回路は、相関二重サンプ
リングを行って撮像信号からノイズを除去する。ＡＧＣ回路は、ＣＰＵ５０によって設定
される撮影感度に応じたゲインで撮像信号を増幅する。Ａ／Ｄ変換器は、ＡＧＣ回路から
のアナログの撮像信号を、例えば１２ビットのデジタル画像信号に変換する。
【００３４】
　メインＣＣＤ５８の動作時にアナログ信号処理回路６８から出力された画像信号は、バ
スライン７０を介して、画像信号処理回路７２、ＡＥ／ＷＢ検出回路７４、ＡＦ検出回路
７６にそれぞれ入力される。一方、サブＣＣＤ６２の動作時にアナログ信号処理回路６８
から出力された画像信号は、バスライン７０を介して、視線検出回路（視線検出手段）７
８及び瞬き検出回路（瞬き検出手段）８０に入力される。
【００３５】
　画像信号処理回路７２は、入力された画像信号に対して階調変換、ホワイトバランス補
正、γ補正処理、ＹＣ変換処理などの各種画像処理を施すことで１フレームの画像に対応
する画像データを生成し、これをＶＲＡＭ５６に記憶させる。
【００３６】
　ＡＥ／ＷＢ検出回路７４は、入力された画像信号に基づき、所定の測光方式に従って被
写体輝度の算出を行い、露出量（シャッタ速度及び絞り値）が撮影に適切か否かを検出す
るとともに、ホワイトバランスが撮影に適切か否かを検出する。ＡＦ検出回路７６は、入
力された画像信号に基づき、所定のＡＦ方式に従ってコントラスト値の算出を行い、撮像
レンズ１４の焦点調整が撮影に適切か否かを検出する。ＡＥ／ＷＢ検出回路７４及びＡＦ
検出回路７６は、レリーズボタン３８の半押し時に、バスライン７０を介してＣＰＵ５０
に検出結果を逐次送信する。ＣＰＵ５０は、入力された検出結果に基づいて、フォーカス
機構、絞り装置、及びメインＣＣＤ５８の制御を行う。
【００３７】
　圧縮伸張処理回路８２は、静止画撮影モード時に、レリーズボタン３８の全押し操作に
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応じてＶＲＡＭ５６から読み出された非圧縮の画像データに圧縮処理を行い、所定の記録
画素数の圧縮画像データを生成する。また、圧縮伸張処理回路８２は、再生モード時には
、メモリカード４４に記録された圧縮画像データに伸張処理を行い、非圧縮の画像データ
を生成する。メディアコントローラ８４は、メモリカード４４に対する画像データの記録
、及び読み出しを制御する。
【００３８】
　ＬＣＤドライバ８６は、ＶＲＡＭ５６からの画像データに対し所定の信号処理を施して
画像表示用の信号を生成し、これを一定のタイミングでＬＣＤ２２へ出力する。これによ
り、ＬＣＤ２２には、メインＣＣＤ５８で撮像された画像がリアルタイムに表示（スルー
画表示）される。また、ＬＣＤドライバ８６は、圧縮伸張処理回路８２で伸張された非圧
縮画像データをＬＣＤ２２へ出力する。これにより、ＬＣＤ２２には、メモリカード４４
から読み出された画像が再生表示される。また、ＬＣＤドライバ８６は、ＣＰＵ５０の制
御に基づき、ＬＣＤ２２の画面全体の明るさを補正する。
【００３９】
　視線検出回路７８は、メニュー設定モード時にサブＣＣＤ６２により撮像される画像信
号に基づき、ＬＣＤ２２を観察するユーザの視線方向を検出する。視線検出回路７８は、
１フレーム分の画像信号が入力されるたびに視線検出を行う。瞬き検出回路８０は、メニ
ュー設定モード時にサブＣＣＤ６２により撮像される画像信号に基づき、ユーザの目の瞬
きを検出する。瞬き検出回路８０は、入力される複数フレームの画像信号に基づいて瞬き
の有無を判定する。
【００４０】
　また、ＣＰＵ５０には、動き検出センサ（動き検出手段）８８が接続されている。動き
検出センサ８８は、カメラ本体１２に備え付けられ、カメラ本体１２の動き（移動及び回
転）を検出する。動き検出センサ８８は、加速度センサにより構成されている。
【００４１】
　ＣＰＵ５０には、図５に示すように、動作制御部（動作制御手段）９０、状態判定部９
２、メニュー表示制御部（メニュー表示制御手段）９４、画面内視線位置特定部（視線位
置特定手段）９６、設定変更制御部（選択決定手段）９８が構成されている。動作制御部
９０は、操作部２６から入力される操作信号に基づき、デジタルカメラ１０の各部を制御
する。動作制御部９０は、メニューボタン３４が押下されると、前述の動き検出センサ８
８と状態判定部９２とを作動させ、デジタルカメラ１０をメニュー設定モードとする。
【００４２】
　状態判定部９２は、動き検出センサ８８の検出結果に基づき、デジタルカメラ１０が静
止した状態（動き量（加速度）が所定値以下）にあるか否かを判定し、判定結果を動作制
御部９０に入力する。状態判定部９２によりデジタルカメラ１０が静止状態であると判定
されると、動作制御部９０は、ＣＰＵ５０内のメニュー表示制御部９４、画面内視線位置
特定部９６、及び前述の視線検出回路７８を作動させる。
【００４３】
　メニュー表示制御部９４は、図３に示すメニュー画面をＬＣＤ２２に表示させる。メニ
ュー画面には、設定可能な全メニュー項目（ホワイトバランス、露出補正、記録画素数、
モニタの明るさ、ＡＦ方式、測光方式の各設定項目）が一覧表示される。
【００４４】
　画面内視線位置特定部９６は、視線検出回路７８の検出結果に基づき、ユーザの視線が
ＬＣＤ２２に表示されたメニュー画面のどのメニュー項目を指しているか、つまり、メニ
ュー画面内の視線位置を特定する。動作制御部９０は、ユーザの視線位置がメニュー画面
内に存在すると判定される場合には、さらに、前述の瞬き検出回路８０及びＣＰＵ５０内
の設定変更制御部９８を作動させる。
【００４５】
　設定変更制御部９８は、画面内視線位置特定部９６による視線位置の特定結果と、瞬き
検出回路８０の検出結果とに基づき、視線位置がメニュー画面内にある状態で、ユーザの
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目の瞬きが検出された際に、ユーザの視線位置が存在するメニュー項目を選択決定し、そ
のメニュー項目の内容に応じた設定変更をデジタルカメラ１０の各部に実行させる。例え
ば、撮影感度「１６００」のメニュー項目に視線位置が存在し、瞬きが検出された場合、
設定変更制御部９８は、アナログ信号処理回路６８内のＡＧＣ回路のゲイン（増幅率）を
、その撮影感度に対応した値に変更する。
【００４６】
　また、動作制御部９０は、キャンセルボタン３６が押下されることにも応じて、メニュ
ー設定モードの解除を行う。
【００４７】
　以上のように構成されたデジタルカメラ１０の作用について説明する。電源ボタン４０
を操作してデジタルカメラ１０の電源をオンにすると、ＣＰＵ５０がＲＯＭ５２から制御
プログラムをロードし、各部の動作制御を開始する。
【００４８】
　撮影条件等の設定変更を行うには、メニューボタン３４を押下して、デジタルカメラ１
０をメニュー設定モードに移行させる。ＣＰＵ５０の動作制御部９０は、図６のフローチ
ャートに沿って各部を制御する。メニューボタン３４が押下されると、動き検出センサ８
８及び状態判定部９２が作動し、デジタルカメラ１０が静止状態であるか否かが判定され
る。デジタルカメラ１０が静止状態であることが検出されると、メニュー表示制御部９４
が作動し、図３に示すメニュー画面がＬＣＤ２２に表示される。
【００４９】
　また、メニュー画面の表示とともに、視線検出回路７８及び画面内視線位置特定部９６
が作動し、メニュー画面を観察するユーザの視線方向の検出が開始するとともに、視線位
置の特定が行われる。このとき、ユーザの視線位置がメニュー画面内に存在しなければ、
メニュー設定モードは終了する。一方、ユーザの視線位置がメニュー画面内に存在する場
合には、瞬き検出回路８０が作動し、ユーザの目の瞬き検出が開始するとともに、設定変
更制御部９８が作動する。
【００５０】
　視線位置がメニュー画面内にある状態で瞬きが検出された場合には、設定変更制御部９
８により、瞬きが検出されたときの視線位置にあるメニュー項目が選択決定され、そのメ
ニュー項目の内容に応じた設定変更が行われる。なお、瞬きが検出されず、視線位置がメ
ニュー画面外となった場合には、メニュー設定モードは終了する。
【００５１】
　以上のように構成されたデジタルカメラ１０では、ユーザは、メニュー画面を観察し、
所望とするメニュー項目に視線を合わせた状態で瞬きを行うことにより、容易にメニュー
項目を選択決定し、設定変更を行うことができる。また、この視線検出は、デジタルカメ
ラ１０が静止した状態で実行されるため、デジタルカメラ１０自身の動きを視線の動きと
誤検出することなく、精度よく視線位置を検出することができる。
【００５２】
　なお、本実施形態では、ユーザの目の瞬き検出によってメニュー項目の選択決定を行っ
ているが、これに代えて、視線位置が１つのメニュー項目上に所定時間の固定されたこと
に応じてメニュー項目の選択決定を行うようにしても良い。また、視線位置が１つのメニ
ュー項目上に所定時間の固定された後、そのメニュー項目上から視線位置が移動したこと
に応じて、そのメニュー項目を選択決定するようにしても良い。
【００５３】
　また、本実施形態では、視線位置がメニュー画面外となった場合に、すぐにメニュー設
定モードを終了させているが、これに代えて、視線位置がメニュー画面外となった状態が
所定時間（例えば１秒間）経過した場合に、メニュー設定モードを終了させるようにして
も良い。
【００５４】
　次に、本発明の第２実施形態について説明する。第２実施形態のデジタルカメラでは、
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ユーザの顔検出を行い、デジタルカメラが静止状態となったことに加え、ユーザの顔が検
出された場合に、メニュー画面表示及び視線検出動作を開始する。なお、第２実施形態に
おいて、上記第１実施形態で説明した部材と同じものについては、同じ符号を付してその
説明は省略する（以下、第３実施形態以降も同様）。
【００５５】
　図７において、バスライン７０に接続された顔検出回路（顔検出手段）１００は、メニ
ュー設定モード時にサブＣＣＤ６２により撮像される画像信号に基づき、画像中にユーザ
の顔が存在するか否かを検出する。具体的には、顔検出回路１００は、種々の顔パターン
をテンプレートとして用意し、パターンマッチングを行うことにより、顔検出を行う。
【００５６】
　ＣＰＵ１０２には、図８に示すように、前述の動作制御部９０、状態判定部９２、メニ
ュー表示制御部９４、画面内視線位置特定部９６、設定変更制御部９８に加えて、うなず
き検出部（うなずき検出手段）１０４が構成されている。本実施形態では、動作制御部９
０は、状態判定部９２の判定結果に加えて、顔検出回路１００の顔検出結果に基づいて、
各部を作動させる。
【００５７】
　うなずき検出部１０４は、視線検出回路７８の視線検出結果と、顔検出回路１００の顔
検出結果とに基づいて、メニュー画面を観察するユーザのうなずきを検出する。このうな
ずき検出は、視線方向が固定されたまま、顔が移動したことを条件として行われる。設定
変更制御部９８は、画面内視線位置特定部９６による視線位置の特定結果と、うなずき検
出部１０４の検出結果とに基づき、視線位置がメニュー画面内にある状態で、ユーザのう
なずきが検出された際に、ユーザの視線位置するメニュー項目を選択決定し、そのメニュ
ー項目の内容に応じた設定変更をデジタルカメラの各部に実行させる。
【００５８】
　本実施形態では、図９に示すように、メニューボタン３４が押下され、動き検出センサ
８８及び状態判定部９２が作動し、デジタルカメラが静止状態であることが検出されると
、顔検出回路１００が作動し、メニュー画面を観察するユーザの顔検出が開始される。ユ
ーザの顔が検出されると、メニュー表示制御部９４、視線検出回路７８、画面内視線位置
特定部９６が作動し、メニュー画面の表示とともに、視線検出が開始し、ユーザの視線位
置の特定が行われる。視線位置がメニュー画面内に存在すれば、うなずき検出部１０４が
作動し、うなずき検出が開始する。
【００５９】
　視線位置がメニュー画面内にある状態でうなずきが検出された場合には、設定変更制御
部９８により、うなずきが検出されたときの視線位置にあるメニュー項目が選択決定され
、そのメニュー項目の内容に応じた設定変更が行われる。一方、うなずきが検出されず、
視線位置がメニュー画面外となった場合には、メニュー設定モードは終了する。
【００６０】
　本実施形態のデジタルカメラでは、メニュー画面を観察するユーザの顔が検出されない
限り、メニュー画面表示及び視線検出動作が行われないため、消費電力の削減を図ること
ができる。
【００６１】
　なお、本実施形態では、顔検出結果と視線検出結果とを活用し、うなずき検出を行うこ
とによりメニュー項目の決定を行っているが、メニュー項目の決定には、上記第１実施形
態で示した瞬き検出を用いても良い。また、視線位置が１つのメニュー項目上に所定時間
の固定されたことや、視線位置が１つのメニュー項目上に所定時間の固定された後、その
メニュー項目上から視線位置が移動したことに応じてメニュー項目を決定するようにして
も良い。
【００６２】
　次に、本発明の第３実施形態について説明する。第３実施形態のデジタルカメラは、メ
ニュー画面の表示後、ユーザの視線位置に基づいてメニュー画面を部分的に拡大表示する
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ことを特徴とし、ＣＰＵ内に構成される機能が上記第１実施形態のデジタルカメラ１０と
異なる。
【００６３】
　図１０において、本実施形態のデジタルカメラを制御するＣＰＵ１１０には、前述の動
作制御部９０、状態判定部９２、メニュー表示制御部９４、画面内視線位置特定部９６、
設定変更制御部９８に加えて、メニュー表示制御部９４に、メニュー画面を部分的に拡大
するための拡大機能部（拡大表示手段）１１２が構成されている。
【００６４】
　この拡大機能部１１２は、画面内視線位置特定部９６による視線位置の特定結果に基づ
き、検出された視線位置を中心として、メニュー画面の一部を部分的に拡大表示する。具
体的には、図１１（Ａ）に示すように、メニュー画面内に視線位置が検出されると、図１
１（Ｂ）に示すように、視線位置に対応するメニュー項目（図中、露出補正「－１／３」
）を中心として、このメニュー項目に隣接する周囲のメニュー項目を含む拡大枠１１４を
メニュー画面上に表示させる。
【００６５】
　本実施形態では、図１２に示すように、メニューボタン３４が押下され、動き検出セン
サ８８及び状態判定部９２が作動し、デジタルカメラが静止状態であることが検出される
と、メニュー表示制御部９４、視線検出回路７８、画面内視線位置特定部９６が作動し、
メニュー画面の表示とともに、視線検出が開始して、ユーザの視線位置の特定が行われる
。視線位置がメニュー画面内に存在すれば、拡大機能部１１２により、視線位置を中心と
した拡大枠１１４がメニュー画面上に表示される。
【００６６】
　視線位置が拡大枠１１４内にある状態でユーザの目の瞬きが検出されると、設定変更制
御部９８により、瞬きが検出されたときの視線位置にあるメニュー項目が選択決定され、
そのメニュー項目の内容に応じた設定変更が行われる。一方、瞬きが検出されず、視線位
置が拡大枠１１４の範囲外となった場合には、動作制御部９０の制御により、拡大表示が
終了され、図１１（Ａ）に示すように、メニュー画面全体の表示が行われる。この後、視
線位置がメニュー画面内に位置していれば、その視線位置を中心として、同様に拡大表示
が行われる。
【００６７】
　なお、この拡大表示中にメニューボタン３４が押下されると、拡大表示が終了する。ま
た、拡大表示中にレリーズボタン３８が押下された場合には、メニュー画面の表示が終了
する。
【００６８】
　本実施形態のデジタルカメラでは、視線位置を中心としてメニュー項目が拡大表示され
るため、ユーザが選択するメニュー項目をより精度良く検出することができる。
【００６９】
　なお、本実施形態では、視線位置を中心として、３×３個のメニュー項目を拡大表示し
ているが、視線位置が２つ以上のメニュー項目に跨る場合には、それらのメニュー項目を
中心として、それらの周囲のメニュー項目を含む拡大枠を表示させることが好ましい。ま
た、メニュー項目の選択決定条件については、瞬き検出に限られず、上記各実施形態で説
明したように、種々の変形が可能である。
【００７０】
　また、本実施形態では、視線位置が拡大枠１１４の範囲外となった場合に、すぐに拡大
表示に終了を行っているが、これに代えて、視線位置が拡大枠１１４の範囲外となった状
態が所定時間（例えば１秒間）経過した場合に、拡大表示を終了させるようにしても良い
。
【００７１】
　また、本実施形態では、視線位置を中心としてメニュー項目を拡大表示しているが、ユ
ーザの目の瞬きを検出することにより、その瞬き位置を中心として拡大表示を行うように
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しても良い。さらに、ユーザの目の瞬きを２度検出することに基づいて拡大表示を行うよ
うにしても良い。この場合には、第１回目の瞬き検出位置と第２回目の瞬き検出位置との
距離が所定距離より短ければ、その付近をユーザが注視していると判断して、それらの検
出位置を中心として拡大表示を行い、第１回目の瞬き検出位置と第２回目の瞬き検出位置
との距離が所定距離より長ければ、メニュー画面全体をユーザが眺めていると判断して、
拡大表示を行わないようにすることが好ましい。
【００７２】
　次に、本発明の第４実施形態について説明する。第４実施形態のデジタルカメラは、メ
ニュー画面の表示後、ユーザの視線位置の軌跡を追跡し、視線位置の軌跡が、所定時間内
に同一のメニュー項目上を２度通過した場合に、ユーザに迷いが生じていると判断して、
メニュー画面を部分的に拡大表示することを特徴とし、ＣＰＵ内に構成される機能が上記
第３実施形態のデジタルカメラと異なる。
【００７３】
　図１３において、本実施形態のデジタルカメラを制御するＣＰＵ１２０には、動作制御
部９０、状態判定部９２、メニュー表示制御部９４、画面内視線位置特定部９６、設定変
更制御部９８に加えて、動作制御部９０に、視線追跡機能部（視線追跡手段）１２２が構
成されている。
【００７４】
　この視線追跡機能部１２２は、画面内視線位置特定部９６による視線位置の特定結果に
基づき、メニュー画面内での視線位置の時間的変化（軌跡）を記憶し、所定時間（例えば
１秒間）内に同一のメニュー項目上に視線位置の軌跡が２度通過したこと（つまり、所定
時間内に同一のメニュー項目が２度選択されたこと）を検出する。メニュー表示制御部９
４の拡大機能部１１２は、視線追跡機能部１２２により検出されたメニュー項目を中心と
して、メニュー項目を部分的に拡大表示する。
【００７５】
　具体的には、視線追跡機能部１２２は、図１４（Ａ）に示すように、メニュー画面内の
視線位置の軌跡（図中、破線により示す）を追跡し、所定時間内に軌跡が２度通過したメ
ニュー項目（図中、撮影感度「８００」）を検出する。拡大機能部１１２は、図１４（Ｂ
）に示すように、検出されたメニュー項目を中心として、このメニュー項目に隣接する周
囲のメニュー項目を含む拡大枠１２４をメニュー画面上に表示させる。
【００７６】
　本実施形態は、画面内視線位置特定部９６により、ユーザの視線位置がメニュー画面内
に存在することが特定された後、視線追跡機能部１２２が作動することにより上記の検出
動作が行われ、この検出結果に基づいて拡大機能部１１２により拡大表示が行われること
以外は、上記第３実施形態と同一であり、図１２に示すフローチャートに沿った動作が行
われる。
【００７７】
　本実施形態のデジタルカメラでは、同一のメニュー項目が２度選択された場合に、ユー
ザに迷いが生じていると判断して、そのメニュー項目を中心に自動的に拡大表示が行われ
るため、ユーザにとって操作性が向上する。
【００７８】
　なお、本実施形態では、同一のメニュー項目が２度選択されることを拡大表示の条件と
しているが、これに限られず、同一のメニュー項目が３度以上、複数回選択されることを
拡大表示の条件としても良い。また、メニュー項目の選択決定条件については、瞬き検出
に限られず、上記各実施形態で説明したように、種々の変形が可能である。
【００７９】
　次に、本発明の第５実施形態について説明する。第５実施形態のデジタルカメラは、メ
ニュー画面の表示後、ユーザの視線位置の軌跡を追跡し、ユーザによる２回の目の瞬きに
基づいて拡大枠を設定することを特徴とし、ＣＰＵ内に構成される機能が上記第３実施形
態のデジタルカメラと異なる。
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【００８０】
　図１５において、本実施形態のデジタルカメラを制御するＣＰＵ１３０には、動作制御
部９０、状態判定部９２、メニュー表示制御部９４、画面内視線位置特定部９６、設定変
更制御部９８に加えて、動作制御部９０に、視線追跡機能部（視線追跡手段）１３２が構
成されている。
【００８１】
　この視線追跡機能部１３２は、画面内視線位置特定部９６による視線位置の特定結果に
基づき、メニュー画面内での視線位置の時間的変化（軌跡）を記憶するとともに、瞬き検
出回路８０の瞬き検出結果に基づき、２回の瞬きが生じた期間内の視線位置の軌跡を特定
する。メニュー表示制御部９４の拡大機能部１１２は、視線追跡機能部１３２により特定
された２回の瞬き間の視線位置の軌跡が通過したメニュー項目を拡大枠内に配列させて、
拡大表示する。
【００８２】
　具体的には、視線追跡機能部１３２は、図１６（Ａ）に示すように、第１回目の瞬きが
検出された後、第２回目の瞬きが検出されるまでの間の視線位置の軌跡（図中、破線によ
り示す）を記憶する。拡大機能部１１２は、図１６（Ｂ）に示すように、該軌跡が通過し
たメニュー項目を拡大枠１３４内に配列させてメニュー画面上に表示させる。
【００８３】
　さらに、該軌跡が通過するメニュー項目の数は、軌跡の長さによって変動するため、拡
大機能部１１２は、図１７に示すフローチャートに沿った表示処理を行う。まず、該軌跡
が通過したメニュー項目の数をカウントし、カウント値が所定数（例えば、全メニュー項
目数の半数）より多ければ、拡大表示を行わない。一方、カウント値が所定数以下であれ
ば、該軌跡が通過したメニュー項目を拡大枠１３４内に効率よく配列させ、拡大表示を行
う。なお、拡大枠１３４の形状は、配列するメニュー項目の数と、ＬＣＤ２２の画面のア
スペクト比に応じて、適宜変更することが好ましい。
【００８４】
　本実施形態は、画面内視線位置特定部９６により、ユーザの視線位置がメニュー画面内
に存在することが特定された後、視線追跡機能部１３２及び瞬き検出回路８０が作動する
ことにより上記の検出動作が行われ、この検出結果に基づいて拡大機能部１１２により拡
大表示が行われること以外は、上記第３実施形態と同一であり、図１２に示すフローチャ
ートに沿った動作が行われる。これにより、ユーザは、瞬き及び視線の移動により拡大表
示するメニュー項目を選択することができる。
【００８５】
　次に、本発明の第６実施形態について説明する。第６実施形態のデジタルカメラは、メ
ニュー画面の表示後、ユーザの視線位置の軌跡を追跡し、ユーザによる２回の目の瞬きの
間の視線位置の軌跡を囲う矩形領域内のメニュー項目を拡大表示することを特徴とし、拡
大機能部１１２の機能が上記第５実施形態のデジタルカメラと異なる。
【００８６】
　本実施形態では、拡大機能部１１２は、図１８（Ａ）に示すように、瞬き検出回路８０
及び視線追跡機能部１３２により特定された、第１回目の瞬きから第２回目の瞬きまでの
期間内での視線位置の軌跡（図中、破線により示す）を囲うように矩形領域１４０を設定
し、この矩形領域１４０に含まれるメニュー項目を、図１８（Ｂ）に示すように、拡大枠
１４２内に配列させて拡大表示を行う。なお、拡大機能部１１２は、該軌跡の縦方向及び
横方向に関する最大・最小点に接するように矩形領域１４０を設定する。
【００８７】
　本実施形態でも上記第５実施形態と同様に、拡大機能部１１２は、図１７に示すフロー
チャートと同様な表示処理を行う。まず、矩形領域１４０内のメニュー項目の数をカウン
トし、カウント値が所定数（例えば、全メニュー項目数の半数）より多ければ、拡大表示
を行わない。一方、カウント値が所定数以下であれば、該軌跡が通過したメニュー項目を
拡大枠１４２内に効率よく配列させ、拡大表示を行う。
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【００８８】
　本実施形態は、画面内視線位置特定部９６により、ユーザの視線位置がメニュー画面内
に存在することが特定された後、視線追跡機能部１３２及び瞬き検出回路８０が作動する
ことにより上記の検出動作が行われ、この検出結果に基づいて拡大機能部１１２により拡
大表示が行われること以外は、上記第３実施形態と同一であり、図１２に示すフローチャ
ートに沿った動作が行われる。これにより、ユーザは、瞬き及び視線の移動により拡大表
示するエリアを任意に選択することができる。
【００８９】
　なお、本実施形態では、２回の瞬き間の視線位置の軌跡を囲うように矩形領域１４０を
設定しているが、図１９（Ａ）に示すように、視線位置の軌跡（図中、破線により示す）
に係わらず、第１回目の瞬き検出位置と第２回目の瞬き検出位置とに基づいて矩形領域１
４４を設定しても良い。矩形領域１４４は、第１回目及び第２回目の瞬き検出位置が、縦
方向及び横方向に関する最大・最小点となるように設定されている。図１９（Ｂ）に示す
拡大枠１４６には、矩形領域１４４内に含まれるメニュー項目が表示されている。
【００９０】
　次に、本発明の第７実施形態について説明する。第７実施形態のデジタルカメラは、メ
ニュー画面を拡大表示した拡大枠内のメニュー項目を、ユーザが表示画面上をタッチする
ことにより選択決定可能としたこと特徴としており、ＬＣＤ２２の表示画面上に透明なタ
ッチパネル１５０（図２０参照）を備える点が上記第３実施形態のデジタルカメラと異な
る。
【００９１】
　図２０に示すように、タッチパネル１５０の操作信号をＣＰＵ１５２に入力される。図
２１において、ＣＰＵ１５２には、動作制御部９０、状態判定部９２、メニュー表示制御
部９４、画面内視線位置特定部９６、設定変更制御部９８が構成されており、設定変更制
御部９８には、瞬き検出回路８０からの瞬き検出信号に加えて、タッチパネル１５０から
操作信号が入力される。設定変更制御部９８は、両者のうち、先に入力された信号に基づ
いて、メニュー項目を選択決定し、そのメニュー項目の内容に応じた設定変更を行う。こ
れにより、ユーザは、メニュー項目の選択決定を確実に行うことができる。
【００９２】
　また、上記構成に加え、拡大表示後に、視線検出回路７８及び瞬き検出回路８０の動作
を停止させる停止操作部を設けることも好ましい。この場合には、ユーザは、拡大表示後
に停止操作部を操作することによって、拡大表示された拡大枠からのメニュー項目の決定
操作をタッチパネル１５０によってのみ可能とし、タッチパネル１５０を操作することで
所望とするメニュー項目を確実に決定することができる。なお、この停止操作部は、ユー
ザが操作を行う際に、ユーザ側撮像部２８の撮像領域を手で遮ることのないように、ＬＣ
Ｄ２２を挟んでユーザ側撮像部２８とほぼ対称な位置に配置することが好ましい。
【００９３】
　なお、タッチパネル１５０に代えて、他の操作部材によりメニュー項目の選択決定操作
を可能としても良い。
【００９４】
　次に、本発明の第８実施形態について説明する。第８実施形態のデジタルカメラは、視
線検出の精度を高めるための補正（キャリブレーション）機能を備える点が上記各実施形
態と異なる。本実施形態では、ＣＰＵは、電源ボタン４０の操作により電源が投入された
際に、ＬＣＤ２２の画面上の４隅にドットを順次に表示させ、各ドットの表示時のユーザ
の視線を視線検出回路７８により検出する。画面内視線位置特定部９６は、視線検出回路
７８により検出された視線位置とドットの画面内の位置とを対応付けたものを、視線位置
特定時の補正データとして用いる。ＬＣＤ２２の画面上に表示させるドットの数や位置は
、適宜変更して良い。
【００９５】
　なお、上記実施形態では、１つのユーザ側撮像部２８によって得られた画像信号から視
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線検出を行っているが、本発明はこれに限定されず、ユーザ側撮像部を複数設けても良い
。例えば、ユーザ側撮像部を２個設けることにより、ユーザの眼球までの距離を検出する
ことができ、この距離と視線方向とからＬＣＤ２２の画面上の視線位置をより正確に検出
することが可能となる。
【００９６】
　上記実施形態では、いずれもデジタルカメラを例に挙げて説明を行ったが、本発明はデ
ジタルカメラに限定されるものではなく、カメラ付き携帯電話機やＰＤＡ等の各種携帯型
電子装置に適用することができる。カメラ付き携帯電話機の多くは、インカメラ（自分撮
り用カメラ）を備えているため、このインカメラを上記のユーザ側撮像部として用いるこ
とができる。
【図面の簡単な説明】
【００９７】
【図１】本発明の第１実施形態のデジタルカメラの正面側斜視図である。
【図２】デジタルカメラの背面側斜視図である。
【図３】ＬＣＤの表示画面（メニュー画面）を示す正面図である。
【図４】デジタルカメラの電気的構成を示すブロックである。
【図５】ＣＰＵ内の構成を示すブロック図である。
【図６】メニュー設定モード時の動作を説明するフローチャートである。
【図７】第２実施形態のデジタルカメラの電気的構成を示すブロック図である。
【図８】ＣＰＵ内の構成を示すブロック図である。
【図９】メニュー設定モード時の動作を説明するフローチャートである。
【図１０】第３実施形態のデジタルカメラのＣＰＵ内の構成を示すブロック図である。
【図１１】メニュー画面の拡大表示動作を説明する図であり、（Ａ）は拡大表示前、（Ｂ
）は拡大表示後の画面を示す。
【図１２】メニュー設定モード時の動作を説明するフローチャートである。
【図１３】第４実施形態のデジタルカメラのＣＰＵ内の構成を示すブロック図である。
【図１４】メニュー画面の拡大表示動作を説明する図であり、（Ａ）は拡大表示前、（Ｂ
）は拡大表示後の画面を示す。
【図１５】第５実施形態のデジタルカメラのＣＰＵ内の構成を示すブロック図である。
【図１６】メニュー画面の拡大表示動作を説明する図であり、（Ａ）は拡大表示前、（Ｂ
）は拡大表示後の画面を示す。
【図１７】拡大機能部による表示処理を説明するフローチャートである。
【図１８】第６実施形態のデジタルカメラのメニュー画面の拡大表示動作を説明する図で
あり、（Ａ）は拡大表示前、（Ｂ）は拡大表示後の画面を示す。
【図１９】第６実施形態の変形例におけるメニュー画面の拡大表示動作を説明する図であ
り、（Ａ）は拡大表示前、（Ｂ）は拡大表示後の画面を示す。
【図２０】第７実施形態におけるデジタルカメラの電気的構成を示すブロック図である。
【図２１】ＣＰＵ内の構成を示すブロック図である。
【符号の説明】
【００９８】
　１０　デジタルカメラ
　２２　液晶ディスプレイ（ＬＣＤ）
　２６　操作部
　２８　ユーザ側撮像部
　３４　メニューボタン
　３６　キャンセルボタン
　５０，１０２，１１０，１２０，１３０，１５２　ＣＰＵ
　７８　視線検出回路
　８０　瞬き検出回路
　８８　動き検出センサ
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　９０　動作制御部
　９２　状態判定部
　９４　表示制御部
　９６　画面内視線位置特定部
　９８　設定変更制御部
　１００　顔検出回路
　１０４　うなずき検出部
　１１２　拡大機能部
　１１４，１２４，１３４，１４２，１４６　拡大枠
　１２２，１３２　視線追跡機能部
　１４０，１４４　矩形領域
　１５０　タッチパネル

【図１】

【図２】

【図３】
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【図１０】 【図１１】



(19) JP 4884417 B2 2012.2.29

【図１２】 【図１３】

【図１４】 【図１５】



(20) JP 4884417 B2 2012.2.29

【図１６】 【図１７】
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