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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被写体を撮像し，被写体像を表す画像データを出力する撮像手段，上記撮像手段から出
力された画像データによって表される被写体像を表示画面上に表示する表示装置，上記撮
像手段から出力された画像データによって表される被写体像に含まれる顔画像を検出する
顔画像検出手段，拡大指令を与える拡大指令手段，上記拡大指令手段から拡大指令が与え
られたことに応じて，上記顔画像検出手段によって検出された顔画像を拡大する拡大手段
，上記拡大手段によって拡大された顔画像を表示画面に表示するように上記表示装置を制
御する第１の表示制御手段，シャッタ・レリーズ・ボタン，および上記シャッタ・レリー
ズ・ボタンの押下に応じて，上記撮像手段から出力された画像データを記録媒体に記録す
る記録制御手段を備えたディジタル・スチル・カメラにおいて，
　上記顔画像検出手段によって検出された顔画像が複数かどうかを判定する第１の判定手
段，
　上記第１の判定手段によって複数の顔画像があると判定されたことにより，複数の顔画
像の順序を，顔画像の顔らしさ，顔画像の明るさおよび顔画像の大きさのうち少なくとも
一つのファクタにもとづいて決定する第１の決定手段，
　上記複数の顔画像の領域を，上記第１の決定手段によって決定された順序にもとづいて
異なる態様で表示し，上記決定手段によって決定された顔画像の順序を上記複数の顔画像
に対応して上記表示画面に表示し，かつその順序の決定に用いられたファクタを上記表示
画面に表示するように上記表示装置を制御する第２の表示制御手段，
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　設定されているファクタを変更するファクタ変更手段，
　上記ファクタ変更手段によって変更されたファクタにもとづいて，複数の顔画像の順序
が変更され，変更された順序にもとづいて上記複数の顔画像の領域を異なる態様で表示す
るように上記表示装置を制御するものであり，
　上記拡大手段は，上記複数の顔画像のうち，指定された顔画像を拡大するものである，
　ディジタル・カメラ。
【請求項２】
　上記シャッタ・レリーズ・ボタンが二段ストローク・タイプのものであり，
　上記シャッタ・レリーズ・ボタンの第一段階の押下に応じて，上記拡大手段が上記顔画
像検出手段によって検出された顔画像を拡大するものであり，
　上記シャッタ・レリーズ・ボタンの第二段階の押下に応じて，上記記録制御手段が上記
撮像手段から出力された画像データを記録するものである，
　請求項１に記載のディジタル・スチル・カメラ。
【請求項３】
　上記第１の表示制御手段が，上記拡大手段によって拡大された顔画像の中心が，上記表
示画面の中心となるように拡大された顔画像を表示するように上記表示装置を制御するも
のである，
　請求項１に記載のディジタル・スチル・カメラ。
【請求項４】
　上記第１の表示制御手段による制御にもとづいて上記拡大手段によって拡大された顔画
像の中心が上記表示画面の中心となるように表示されることにより，上記撮像手段から出
力される画像データによって表される被写体像の外の部分が上記表示画面に表示されるか
どうかを判定する第２の判定手段，および
　上記第２の判定手段が，上記被写体像外の部分が上記表示画面に表示されると判定され
たことに応じて，上記被写体像外の部分が上記表示画面に表示されないように，上記拡大
手段によって拡大される顔画像の中心の位置を決定する第２の決定手段，
　をさらに備えた請求項３に記載のディジタル・スチル・カメラ。
【請求項５】
　上記顔画像検出手段によって検出された顔画像の中心が上記表示画面上においてあらか
じめ定められた領域内にあるかどうかを判定する第３の判定手段をさらに備え，
　上記第１の表示制御手段が，上記第３の判定手段によって，検出された顔画像の中心が
あらかじめ定められた領域内にあると判定されたことに応じて拡大された顔画像の中心が
上記表示画面の中心となるように上記表示装置を制御し，上記第３の判定手段によって，
検出された顔画像の中心があらかじめ定められた領域内にないと判定されたことに応じて
上記被写体像外の部分が上記表示画面に表示されないように，顔画像の中心の位置を決定
し，決定された位置に拡大された顔画像の中心が表示されるように上記表示装置を制御す
るものである，
　請求項４に記載のディジタル・スチル・カメラ。
【請求項６】
　被写体像を表す画像データを記録媒体から読み取る読み取り手段，
　上記読み取り手段により読み取られた画像データによって表される被写体像に含まれる
顔画像を検出する顔画像検出手段，
　上記顔画像検出手段によって検出された顔画像を拡大する拡大手段，
　上記拡大手段によって拡大された顔画像を表示画面に表示するように表示装置を制御す
る第１の表示制御手段，
　　上記顔画像検出手段によって検出された顔画像が複数かどうかを判定する第１の判定
手段，
　上記第１の判定手段によって複数の顔画像があると判定されたことにより，複数の顔画
像の順序を，顔画像の顔らしさ，顔画像の明るさおよび顔画像の大きさのうち少なくとも
一つのファクタにもとづいて決定する第１の決定手段，
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　上記複数の顔画像の領域を，上記第１の決定手段によって決定された順序にもとづいて
異なる態様で表示し，上記決定手段によって決定された顔画像の順序を上記複数の顔画像
に対応して上記表示画面に表示し，かつその順序の決定に用いられたファクタを上記表示
画面に表示するように上記表示装置を制御する第２の表示制御手段，
　設定されているファクタを変更するファクタ変更手段，
　上記ファクタ変更手段によって変更されたファクタにもとづいて，複数の顔画像の順序
が変更され，変更された順序にもとづいて上記複数の顔画像の領域を異なる態様で表示す
るように上記表示装置を制御するものであり，
　上記拡大手段は，上記複数の顔画像のうち，指定された顔画像を拡大するものである，
　画像再生装置。
【請求項７】
　顔画像拡大処理が設定されているかどうか，あるいは，顔画像拡大指令が与えられてい
るかどうかを判定する第２の判定手段，および
　上記第２の判定手段により顔画像拡大処理が設定されていない，あるいは，顔画像拡大
指令が与えられていないと判定されたことに応じて，上記読み取り手段によって読み取ら
れた画像データによって表される被写体像を表示画面上に表示するように上記表示装置を
制御する第２の表示制御手段をさらに備え，
　上記第１の表示制御手段が，判定手段により顔画像拡大処理が設定されている，あるい
は顔画像拡大処理が与えられていると判定されたことに応じて，上記拡大手段によって拡
大された顔画像を表示画面に表示するように表示装置を制御するものである，
　請求項６に記載の画像再生装置。
【請求項８】
　上記第１の表示制御手段が，上記拡大手段によって拡大された顔画像の中心が，上記表
示画面の中心となるように拡大された顔画像を表示するように上記表示装置を制御するも
のである，
　請求項６に記載の画像再生装置。
【請求項９】
　上記第１の表示制御手段による制御にもとづいて上記拡大手段によって拡大された顔画
像の中心が上記表示画面の中心となるように表示されることにより，上記撮像手段から出
力される画像データによって表される被写体像の外の部分が上記表示画面に表示されるか
どうかを判定する第３の判定手段，および
　上記第３の判定手段が，上記被写体像外の部分が上記表示画面に表示されると判定され
たことに応じて，上記被写体像外の部分が上記表示画面に表示されないように，上記拡大
手段によって拡大される顔画像の中心の位置を決定する第２の決定手段，
　をさらに備えた請求項８に記載の画像再生装置。
【請求項１０】
　上記顔画像検出手段によって検出された顔画像の中心が上記表示画面上においてあらか
じめ定められた領域内にあるかどうかを判定する第４の判定手段をさらに備え，
　上記第１の表示制御手段が，上記第４の判定手段によって，検出された顔画像の中心が
あらかじめ定められた領域内にあると判定されたことに応じて，拡大された顔画像の中心
が上記表示画面の中心となるように上記表示装置を制御し，上記第４の判定手段によって
，検出された顔画像の中心があらかじめ定められた領域内にないと判定されたことに応じ
て上記被写体像外の部分が上記表示画面に表示されないように，顔画像の中心の位置を決
定し，決定された位置に拡大された顔画像の中心が表示されるように上記表示装置を制御
するものである，
　請求項９に記載の画像再生装置。
【請求項１１】
　対象画像に含まれる顔画像を検出する顔画像検出手段，
　上記顔画像検出手段によって検出された顔画像を拡大する拡大手段，
　上記拡大手段によって拡大された顔画像を表示するように表示装置を制御する表示制御
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手段，
　　上記顔画像検出手段によって検出された顔画像が複数かどうかを判定する第１の判定
手段，
　上記第１の判定手段によって複数の顔画像があると判定されたことにより，複数の顔画
像の順序を，顔画像の顔らしさ，顔画像の明るさおよび顔画像の大きさのうち少なくとも
一つのファクタにもとづいて決定する第１の決定手段，
　上記複数の顔画像の領域を，上記第１の決定手段によって決定された順序にもとづいて
異なる態様で表示し，上記決定手段によって決定された顔画像の順序を上記複数の顔画像
に対応して上記表示画面に表示し，かつその順序の決定に用いられたファクタを上記表示
画面に表示するように上記表示装置を制御する第２の表示制御手段，
　設定されているファクタを変更するファクタ変更手段，ならびに
　上記ファクタ変更手段によって変更されたファクタにもとづいて，複数の顔画像の順序
が変更され，変更された順序にもとづいて上記複数の顔画像の領域を異なる態様で表示す
るように上記表示装置を制御するものであり，
　上記拡大手段は，上記複数の顔画像のうち，指定された顔画像を拡大するものである，
　を備えた顔画像表示装置。
【請求項１２】
　被写体を撮像し，被写体像を表す画像データを出力する撮像手段，
　上記撮像手段から出力された画像データによって表される被写体像を表示画面上に表示
する表示装置，上記撮像手段から出力された画像データによって表される被写体像に含ま
れる顔画像を検出する顔画像検出手段，拡大指令を与える拡大指令手段，
　上記拡大指令手段から拡大指令が与えられたことに応じて，上記顔画像検出手段によっ
て検出された顔画像を拡大する拡大手段，
　上記拡大手段によって拡大された顔画像を表示画面に表示するように上記表示装置を制
御する第１の表示制御手段，
　シャッタ・レリーズ・ボタン，
　上記シャッタ・レリーズ・ボタンの押下に応じて，上記撮像手段から出力された画像デ
ータを記録媒体に記録する記録制御手段，
　上記顔画像検出手段によって検出された顔画像が複数かどうかを判定する判定手段，
　上記判定手段によって複数の顔画像があると判定されたことにより，複数の顔画像の順
序を，顔画像の顔らしさ，顔画像の明るさおよび顔画像の大きさのうち少なくとも一つの
ファクタにもとづいて決定する決定手段，
　上記決定手段によって決定された顔画像の順序を上記複数の顔画像に対応して上記表示
画面に表示し，かつその順序の決定に用いられたファクタを上記表示画面に表示するよう
に上記表示装置を制御する第２の表示制御手段，ならびに
　上記複数の顔画像のうち，一の顔画像を指定する指定手段をさらに備え，
　上記拡大手段が上記指定手段によって指定された顔画像を拡大するものである，
　ディジタル・スチル・カメラ。
【請求項１３】
　被写体像を表す画像データを記録媒体から読み取る読み取り手段，
　上記読み取り手段により読み取られた画像データによって表される被写体像に含まれる
顔画像を検出する顔画像検出手段，
　上記顔画像検出手段によって検出された顔画像を拡大する拡大手段，
　上記拡大手段によって拡大された顔画像を表示画面に表示するように表示装置を制御す
る第１の表示制御手段，
　上記顔画像検出手段によって検出された顔画像が複数かどうかを判定する判定手段，
　上記判定手段によって複数の顔画像があると判定されたことにより，複数の顔画像の順
序を上記複数の顔画像に対応して上記表示画面に表示し，かつその順序の決定に用いられ
たファクタを上記表示画面に表示するように上記表示装置を制御する第２の表示制御手段
，および
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　上記複数の顔画像のうち，一の顔画像を指定する指定手段を備え，
　上記拡大手段が上記指定手段によって指定された顔画像を拡大するものである，
　画像再生装置。
【請求項１４】
　対象画像に含まれる顔画像を検出する顔画像検出手段，
　上記顔画像検出手段によって検出された顔画像を拡大する拡大手段，
　上記拡大手段によって拡大された顔画像を表示するように表示装置を制御する第１の表
示制御手段，
　上記顔画像検出手段によって検出された顔画像が複数かどうかを判定する判定手段，
　上記判定手段によって複数の顔画像があると判定されたことにより，複数の顔画像の順
序を上記複数の顔画像に対応して上記表示画面に表示し，かつその順序の決定に用いられ
たファクタを上記表示画面に表示するように上記表示装置を制御する第２の表示制御手段
，および
　上記複数の顔画像のうち，一の顔画像を指定する指定手段を備え，
　上記拡大手段が上記指定手段によって指定された顔画像を拡大するものである，
　顔画像表示装置。
【請求項１５】
　被写体を撮像し，被写体像を表す画像データを出力する撮像手段，上記撮像手段から出
力された画像データによって表される被写体像を表示画面上に表示する表示装置，上記撮
像手段から出力された画像データによって表される被写体像に含まれる顔画像を検出する
顔画像検出手段，拡大指令を与える拡大指令手段，上記拡大指令手段から拡大指令が与え
られたことに応じて，上記顔画像検出手段によって検出された顔画像を拡大する拡大手段
，上記拡大手段によって拡大された顔画像を表示画面に表示するように上記表示装置を制
御する第１の表示制御手段，シャッタ・レリーズ・ボタン，および上記シャッタ・レリー
ズ・ボタンの押下に応じて，上記撮像手段から出力された画像データを記録媒体に記録す
る記録制御手段を備えたディジタル・スチル・カメラにおいて，
　上記顔画像検出手段によって検出された顔画像が複数かどうかを判定する判定手段，
　上記判定手段によって複数の顔画像があると判定されたことにより，複数の顔画像の順
序を，顔画像の顔らしさ，顔画像の明るさおよび顔画像の大きさのうち少なくとも一つの
ファクタにもとづいて決定する決定手段，
　上記複数の顔画像の領域を，上記決定手段によって決定された順序にもとづいて異なる
態様で表示するように上記表示装置を制御する第２の表示制御手段，
　設定されているファクタを変更するファクタ変更手段，
　上記ファクタ変更手段によって変更されたファクタにもとづいて，複数の顔画像の順序
が変更され，変更された順序にもとづいて上記複数の顔画像の領域を異なる態様で表示す
るように上記表示装置を制御するものであり，
　上記拡大手段は，上記複数の顔画像のうち，指定された顔画像を拡大するものである，
　ディジタル・スチル・カメラ。
【請求項１６】
　被写体像を表す画像データを記録媒体から読み取る読み取り手段，
　上記読み取り手段により読み取られた画像データによって表される被写体像に含まれる
顔画像を検出する顔画像検出手段，
　上記顔画像検出手段によって検出された顔画像を拡大する拡大手段，
　上記拡大手段によって拡大された顔画像を表示画面に表示するように表示装置を制御す
る第１の表示制御手段，
　上記顔画像検出手段によって検出された顔画像が複数かどうかを判定する判定手段，
　上記判定手段によって複数の顔画像があると判定されたことにより，複数の顔画像の順
序を，顔画像の顔らしさ，顔画像の明るさおよび顔画像の大きさのうち少なくとも一つの
ファクタにもとづいて決定する決定手段，
　上記複数の顔画像の領域を，上記決定手段によって決定された順序にもとづいて異なる
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態様で表示するように上記表示装置を制御する第２の表示制御手段，
　設定されているファクタを変更するファクタ変更手段，
　上記ファクタ変更手段によって変更されたファクタにもとづいて，複数の顔画像の順序
が変更され，変更された順序にもとづいて上記複数の顔画像の領域を異なる態様で表示す
るように上記表示装置を制御するものであり，
　上記拡大手段は，上記複数の顔画像のうち，指定された顔画像を拡大するものである，
　画像再生装置。
【請求項１７】
　対象画像に含まれる顔画像を検出する顔画像検出手段，
　上記顔画像検出手段によって検出された顔画像を拡大する拡大手段，
　上記拡大手段によって拡大された顔画像を表示するように表示装置を制御する第１の表
示制御手段，
　上記顔画像検出手段によって検出された顔画像が複数かどうかを判定する判定手段，
　上記判定手段によって複数の顔画像があると判定されたことにより，複数の顔画像の順
序を，顔画像の顔らしさ，顔画像の明るさおよび顔画像の大きさのうち少なくとも一つの
ファクタにもとづいて決定する決定手段，
　上記複数の顔画像の領域を，上記決定手段によって決定された順序にもとづいて異なる
態様で表示するように上記表示装置を制御する第２の表示制御手段，
　設定されているファクタを変更するファクタ変更手段，
　上記ファクタ変更手段によって変更されたファクタにもとづいて，複数の顔画像の順序
が変更され，変更された順序にもとづいて上記複数の顔画像の領域を異なる態様で表示す
るように上記表示装置を制御するものであり，
　上記拡大手段は，上記複数の顔画像のうち，指定された顔画像を拡大するものである，
　顔画像表示装置。
【請求項１８】
　被写体を撮像し，被写体像を表す画像データを出力する撮像手段，上記撮像手段から出
力された画像データによって表される被写体像を表示画面上に表示する表示装置，上記撮
像手段から出力された画像データによって表される被写体像に含まれる顔画像を検出する
顔画像検出手段，拡大指令を与える拡大指令手段，上記拡大指令手段から拡大指令が与え
られたことに応じて，上記顔画像検出手段によって検出された顔画像を拡大する拡大手段
，上記拡大手段によって拡大された顔画像を表示画面に表示するように上記表示装置を制
御する第１の表示制御手段，シャッタ・レリーズ・ボタン，および上記シャッタ・レリー
ズ・ボタンの押下に応じて，上記撮像手段から出力された画像データを記録媒体に記録す
る記録制御手段を備えたディジタル・スチル・カメラの動作制御方法において，
　第１の判定手段が，上記顔画像検出手段によって検出された顔画像が複数かどうかを判
定し，
　第１の決定手段が，上記第１の判定手段によって複数の顔画像があると判定されたこと
により，複数の顔画像の順序を，顔画像の顔らしさ，顔画像の明るさおよび顔画像の大き
さのうち少なくとも一つのファクタにもとづいて決定し，
　第２の表示制御手段が，上記複数の顔画像の領域を，上記第１の決定手段によって決定
された順序にもとづいて異なる態様で表示し，上記決定手段によって決定された顔画像の
順序を上記複数の顔画像に対応して上記表示画面に表示し，かつその順序の決定に用いら
れたファクタを上記表示画面に表示するように上記表示装置を制御し，
　ファクタ変更手段が，設定されているファクタを変更し，
　上記ファクタ変更手段によって変更されたファクタにもとづいて，複数の顔画像の順序
を変更し，変更した順序にもとづいて上記複数の顔画像の領域を異なる態様で表示するよ
うに上記表示装置を制御するものであり，
　上記拡大手段は，上記複数の顔画像のうち，指定された顔画像を拡大するものである，
　ディジタル・カメラの動作制御方法。
【請求項１９】
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　読み取り手段が，被写体像を表す画像データを記録媒体から読み取り，
　顔画像検出手段が，上記読み取り手段により読み取られた画像データによって表される
被写体像に含まれる顔画像を検出し，
　拡大手段が，上記顔画像検出手段によって検出された顔画像を拡大し，
　第１の表示制御手段が，上記拡大手段によって拡大された顔画像を表示画面に表示する
ように表示装置を制御し，
　　第１の判定手段が，上記顔画像検出手段によって検出された顔画像が複数かどうかを
判定し，
　第１の決定手段が，記第１の判定手段によって複数の顔画像があると判定されたことに
より，複数の顔画像の順序を，顔画像の顔らしさ，顔画像の明るさおよび顔画像の大きさ
のうち少なくとも一つのファクタにもとづいて決定し，
　第２の表示制御手段が，上記複数の顔画像の領域を，上記第１の決定手段によって決定
された順序にもとづいて異なる態様で表示し，上記決定手段によって決定された顔画像の
順序を上記複数の顔画像に対応して上記表示画面に表示し，かつその順序の決定に用いら
れたファクタを上記表示画面に表示するように上記表示装置を制御し，
　ファクタ変更手段が，設定されているファクタを変更し，
　上記ファクタ変更手段によって変更されたファクタにもとづいて，複数の顔画像の順序
が変更され，変更された順序にもとづいて上記複数の顔画像の領域を異なる態様で表示す
るように上記表示装置を制御するものであり，
　上記拡大手段は，上記複数の顔画像のうち，指定された顔画像を拡大するものである，
　画像再生装置の動作制御方法。
【請求項２０】
　顔画像検出手段が，対象画像に含まれる顔画像を検出し，
　拡大手段が，上記顔画像検出手段によって検出された顔画像を拡大し，
　表示制御手段が，上記拡大手段によって拡大された顔画像を表示するように表示装置を
制御し，
　　第１の判定手段が，上記顔画像検出手段によって検出された顔画像が複数かどうかを
判定し，
　第１の決定手段が，上記第１の判定手段によって複数の顔画像があると判定されたこと
により，複数の顔画像の順序を，顔画像らしさ，顔画像の明るさおよび顔画像の大きさの
うち少なくとも一つのファクタにもとづいて決定し，
　第２の表示制御手段が，上記複数の顔画像の領域を，上記第１の決定手段によって決定
された順序にもとづいて異なる態様で表示し，上記決定手段によって決定された顔画像の
順序を上記複数の顔画像に対応して上記表示画面に表示し，かつその順序の決定に用いら
れたファクタを上記表示画面に表示するように上記表示装置を制御し，
　ファクタ変更手段が，設定されているファクタを変更し
　上記ファクタ変更手段によって変更されたファクタにもとづいて，複数の顔画像の順序
が変更され，変更された順序にもとづいて上記複数の顔画像の領域を異なる態様で表示す
るように上記表示装置を制御するものであり，
　上記拡大手段は，上記複数の顔画像のうち，指定された顔画像を拡大するものである，
　を備えた顔画像表示装置の動作制御方法。
【請求項２１】
　撮像手段が，被写体を撮像し，被写体像を表す画像データを出力し，
　拡大指令手段が，上記撮像手段から出力された画像データによって表される被写体像を
表示画面上に表示する表示装置，上記撮像手段から出力された画像データによって表され
る被写体像に含まれる顔画像を検出する顔画像検出手段，
　拡大手段が，上記拡大指令手段から拡大指令が与えられたことに応じて，上記顔画像検
出手段によって検出された顔画像を拡大し，
　第１の表示制御手段が，上記拡大手段によって拡大された顔画像を表示画面に表示する
ように上記表示装置を制御し，
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　記録制御手段が，シャッタ・レリーズ・ボタンの押下に応じて，上記撮像手段から出力
された画像データを記録媒体に記録し，
　判定手段が，上記顔画像検出手段によって検出された顔画像が複数かどうかを判定し，
　決定手段が，上記判定手段によって複数の顔画像があると判定されたことにより，複数
の顔画像の順序を，顔画像らしさ，顔画像の明るさおよび顔画像の大きさのうち少なくと
も一つのファクタにもとづいて決定し，
　第２の表示制御手段が，上記決定手段によって決定された顔画像の順序を上記複数の顔
画像に対応して上記表示画面に表示し，かつその順序の決定に用いられたファクタを上記
表示画面に表示するように上記表示装置を制御し，
　指定手段が，上記複数の顔画像のうち，一の顔画像を指定し，
　上記拡大手段が上記指定手段によって指定された顔画像を拡大する，
　ディジタル・スチル・カメラの動作制御方法。
【請求項２２】
　読み取り手段が，被写体像を表す画像データを記録媒体から読み取り，
　顔画像検出手段が，上記読み取り手段により読み取られた画像データによって表される
被写体像に含まれる顔画像を検出し，
　拡大手段が，上記顔画像検出手段によって検出された顔画像を拡大し，
　第１の表示制御手段が，上記拡大手段によって拡大された顔画像を表示画面に表示する
ように表示装置を制御し，
　判定手段が，上記顔画像検出手段によって検出された顔画像が複数かどうかを判定し，
　第２の表示制御手段が，上記判定手段によって複数の顔画像があると判定されたことに
より，複数の顔画像の順序を上記複数の顔画像に対応して上記表示画面に表示し，かつそ
の順序の決定に用いられたファクタを上記表示画面に表示するように上記表示装置を制御
し，
　指定手段が，上記複数の顔画像のうち，一の顔画像を指定し，
　上記拡大手段が上記指定手段によって指定された顔画像を拡大するものである，
　画像再生装置の動作制御方法。
【請求項２３】
　顔画像検出手段が，対象画像に含まれる顔画像を検出し，
　拡大手段が，上記顔画像検出手段によって検出された顔画像を拡大し，
　第１の表示制御手段が，上記拡大手段によって拡大された顔画像を表示するように表示
装置を制御し，
　判定手段が，上記顔画像検出手段によって検出された顔画像が複数かどうかを判定し，
　第２の表示制御手段が，上記判定手段によって複数の顔画像があると判定されたことに
より，複数の顔画像の順序を上記複数の顔画像に対応して上記表示画面に表示し，かつそ
の順序の決定に用いられたファクタを上記表示画面に表示するように上記表示装置を制御
し，
　指定手段が，上記複数の顔画像のうち，一の顔画像を指定し，
　上記拡大手段が上記指定手段によって指定された顔画像を拡大する，
　顔画像表示装置の動作制御方法。
【請求項２４】
　被写体を撮像し，被写体像を表す画像データを出力する撮像手段，上記撮像手段から出
力された画像データによって表される被写体像を表示画面上に表示する表示装置，上記撮
像手段から出力された画像データによって表される被写体像に含まれる顔画像を検出する
顔画像検出手段，拡大指令を与える拡大指令手段，上記拡大指令手段から拡大指令が与え
られたことに応じて，上記顔画像検出手段によって検出された顔画像を拡大する拡大手段
，上記拡大手段によって拡大された顔画像を表示画面に表示するように上記表示装置を制
御する第１の表示制御手段，シャッタ・レリーズ・ボタン，および上記シャッタ・レリー
ズ・ボタンの押下に応じて，上記撮像手段から出力された画像データを記録媒体に記録す
る記録制御手段を備えたディジタル・スチル・カメラの動作制御方法において，
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　判定手段が，上記顔画像検出手段によって検出された顔画像が複数かどうかを判定し，
　決定手段が，上記判定手段によって複数の顔画像があると判定されたことにより，複数
の顔画像の順序を，顔画像の顔らしさ，顔画像の明るさおよび顔画像の大きさのうち少な
くとも一つのファクタにもとづいて決定し，
　第２の表示制御手段が，上記複数の顔画像の領域を，上記決定手段によって決定された
順序にもとづいて異なる態様で表示するように上記表示装置を制御し，
　ファクタ変更手段が，設定されているファクタを変更し，
　上記ファクタ変更手段によって変更されたファクタにもとづいて，複数の顔画像の順序
が変更され，変更された順序にもとづいて上記複数の顔画像の領域を異なる態様で表示す
るように上記表示装置を制御するものであり，
　上記拡大手段は，上記複数の顔画像のうち，指定された顔画像を拡大するものである，
　ディジタル・スチル・カメラの動作制御方法。
【請求項２５】
　読み取り手段が，被写体像を表す画像データを記録媒体から読み取り，
　顔画像検出手段が，上記読み取り手段により読み取られた画像データによって表される
被写体像に含まれる顔画像を検出し，
　拡大手段が，上記顔画像検出手段によって検出された顔画像を拡大し，
　第１の表示制御手段が，上記拡大手段によって拡大された顔画像を表示画面に表示する
ように表示装置を制御し，
　判定手段が，上記顔画像検出手段によって検出された顔画像が複数かどうかを判定し，
　決定手段が，上記判定手段によって複数の顔画像があると判定されたことにより，複数
の顔画像の順序を，顔画像の顔らしさ，顔画像の明るさおよび顔画像の大きさのうち少な
くとも一つのファクタにもとづいて決定し，
　第２の表示制御手段が，上記複数の顔画像の領域を，上記決定手段によって決定された
順序にもとづいて異なる態様で表示するように上記表示装置を制御し，
　ファクタ変更手段が，設定されているファクタを変更し，
　上記ファクタ変更手段によって変更されたファクタにもとづいて，複数の顔画像の順序
が変更され，変更された順序にもとづいて上記複数の顔画像の領域を異なる態様で表示す
るように上記表示装置を制御するものであり，
　上記拡大手段は，上記複数の顔画像のうち，指定された顔画像を拡大するものである，
　画像再生装置の動作制御方法。
【請求項２６】
　顔画像検出手段が，対象画像に含まれる顔画像を検出し，
　拡大手段が，上記顔画像検出手段によって検出された顔画像を拡大し，
　第１の表示制御手段が，上記拡大手段によって拡大された顔画像を表示するように表示
装置を制御し，
　判定手段が，上記顔画像検出手段によって検出された顔画像が複数かどうかを判定し，
　決定手段が，上記判定手段によって複数の顔画像があると判定されたことにより，複数
の顔画像の順序を，顔画像の顔らしさ，顔画像の明るさおよび顔画像の大きさのうち少な
くとも一つのファクタにもとづいて決定し，
　第２の表示制御手段が，上記複数の顔画像の領域を，上記決定手段によって決定された
順序にもとづいて異なる態様で表示するように上記表示装置を制御し，
　ファクタ変更手段が，設定されているファクタを変更し，
　上記ファクタ変更手段によって変更されたファクタにもとづいて，複数の顔画像の順序
が変更され，変更された順序にもとづいて上記複数の顔画像の領域を異なる態様で表示す
るように上記表示装置を制御するものであり，
　上記拡大手段は，上記複数の顔画像のうち，指定された顔画像を拡大するものである，
　顔画像表示装置の動作制御方法。
                                                                                
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　この発明は，ディジタル・スチル・カメラ（カメラ付携帯電話などディジタル・スチル
・カメラの機能を有する情報機器を含む），画像再生装置および顔画像表示装置ならびに
それらの制御方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ディジタル・スチル・カメラを用いて被写体を撮像する場合には，ディジタル・スチル
・カメラの背面に設けられている表示画面上に被写体像が表示される。表示画面に表示さ
れた被写体像を見ながら，カメラ・アングルが決定される。人物を撮像する場合，人物の
顔の部分にピントがあっているか等どうかを確認する必要があるが，ディジタル・スチル
・カメラの背面に設けられている表示画面は比較的小さいので，ピントがあっているかど
うか等を確認することは難しい。
【０００３】
　画像の中に顔の画像がある場合に，顔認識色データにもとづいて顔の画像を認識し，認
識された顔の画像を切り出すものがあるが（特許文献１），人物の撮像時に人物の顔にピ
ントが合うようにすることは考えられていない。
【特許文献１】特開平10－334213号公報
【発明の開示】
【０００４】
　この発明は，人物の顔を確認しやすくすることを目的とする。
【０００５】
　また，この発明は，対象画像に顔の画像が含まれている場合に，顔の画像部分を拡大で
きるようにすることを目的とする。
【０００６】
　第１の発明によるディジタル・スチル・カメラは，被写体を撮像し，被写体像を表す画
像データを出力する撮像手段，上記撮像手段から出力された画像データによって表される
被写体像を表示画面上に表示する表示装置，上記撮像手段から出力された画像データによ
って表される被写体像に含まれる顔画像を検出する顔画像検出手段，拡大指令を与える拡
大指令手段，上記拡大指令手段から拡大指令が与えられたことに応じて，上記顔画像検出
手段によって検出された顔画像（顔画像を含む被写体像）を拡大する拡大手段，上記拡大
手段によって拡大された顔画像を表示画面に表示するように上記表示装置を制御する第１
の表示制御手段，シャッタ・レリーズ・ボタン，および上記シャッタ・レリーズ・ボタン
の押下に応じて，上記撮像手段から出力された画像データを記録媒体に記録する記録制御
手段を備えていることを特徴とする。
【０００７】
　第１の発明は，上記ディジタル・スチル・カメラに適した方法も提供している。すなわ
ち，この方法は，シャッタ・レリーズ・ボタンが設けられ，被写体を撮像し，被写体像を
表す画像データを得，得られた画像データによって表される被写体像を表示画面上に表示
する表示装置を備えたディジタル・スチル・カメラにおいて，撮像により得られた画像デ
ータによって表される被写体像に含まれる顔画像を検出し，拡大指令が与えられることに
応じて，検出された顔画像を拡大し，拡大された顔画像を表示画面に表示するように上記
表示装置を制御し，上記シャッタ・レリーズ・ボタンの押下に応じて，撮像によって得ら
れた画像データを記録媒体に記録するものである。
【０００８】
　第１の発明によると，被写体を撮像することにより，被写体像が表示画面上に表示され
る。被写体像に含まれる顔画像が検出される。拡大指令が与えられると，検出された顔画
像が拡大されて表示画面上に表示される。シャッタ・レリーズ・ボタンの押下があると，
被写体像を表す画像データが記録媒体に記録される。
【０００９】
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　拡大指令が与えられることに応じて，拡大された顔画像が表示画面上に表示されるので
，被写体の顔の部分にピントがあっているかどうかを比較的簡単に確認できる。
【００１０】
  上記シャッタ・レリーズ・ボタンが二段ストローク・タイプのものである場合に，上記
シャッタ・レリーズ・ボタンの第一段階の押下に応じて，上記拡大手段が上記顔画像検出
手段によって検出された顔画像を拡大するものであり，上記シャッタ・レリーズ・ボタン
の第二段階の押下に応じて，上記記録制御手段が上記撮像手段から出力された画像データ
を記録するものとなろう。
【００１１】
　第２の発明による画像再生装置は，被写体像を表す画像データを記録媒体から読み取る
読み取り手段，上記読み取り手段により読み取られた画像データによって表される被写体
像に含まれる顔画像を検出する顔画像検出手段，上記顔画像検出手段によって検出された
顔画像を拡大する拡大手段，および上記拡大手段によって拡大された顔画像を表示画面に
表示するように表示装置を制御する第１の表示制御手段を備えていることを特徴とする。
【００１２】
　第２の発明は，上記画像再生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，被写体像を表す画像データを記録媒体から読み取り，読み取られた画像データによ
って表される被写体像に含まれる顔画像を検出し，検出された顔画像を拡大し，拡大され
た顔画像を表示画面に表示するように表示装置を制御するものである。
【００１３】
　第２の発明によると，被写体像を表す画像データが記録媒体から読み取られる。すると
，読み取られた画像データによって表される被写体像に含まれる顔画像が検出される。検
出された顔画像が拡大されて表示装置の表示画面上に表示される。顔画像が拡大されて表
示されるので，顔画像部分のピントがあっているかどうかの確認が比較的容易となる。
【００１４】
　顔画像拡大処理が設定されているかどうか，あるいは，顔画像拡大指令が与えられてい
るかどうかを判定する判定手段，および上記判定手段により顔画像拡大処理が設定されて
いない，あるいは，顔画像拡大指令が与えられていないと判定されたことに応じて，上記
読み取り手段によって読み取られた画像データによって表される被写体像を表示画面上に
表示するように上記表示装置を制御する第２の表示制御手段をさらに備えることが好まし
い。この場合，上記第１の表示制御手段は，判定手段により顔画像拡大処理が設定されて
いる，あるいは顔画像拡大処理が与えられていると判定されたことに応じて，上記拡大手
段によって拡大された顔画像を表示画面に表示するように表示装置を制御するものとなろ
う。
【００１５】
　上記第１の表示制御手段が，上記拡大手段によって拡大された顔画像の中心が，上記表
示画面の中心となるように拡大された顔画像を表示するように上記表示装置を制御するこ
とが好ましい。
【００１６】
　上記第１の表示制御手段による制御にもとづいて上記拡大手段によって拡大された顔画
像の中心が上記表示画面の中心となるように表示されることにより，上記撮像手段から出
力される画像データによって表される被写体像の外の部分が上記表示画面に表示されるか
どうかを判定する第１の判定手段，および上記第１の判定手段が，上記被写体像外の部分
が上記表示画面に表示されると判定されたことに応じて，上記被写体像外の部分が上記表
示画面に表示されないように，上記拡大手段によって拡大される顔画像の中心の位置を決
定する決定手段をさらに備えるようにしてもよい。
【００１７】
　顔画像が拡大されて表示されることにより，撮像されていない部分が表示画面上に表示
されてしまい，表示される画像が見苦しくなってしまうことを未然に防止できる。
【００１８】
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　上記顔画像検出手段によって検出された顔画像の中心が上記表示画面上においてあらか
じめ定められた領域内にあるかどうかを判定する第２の判定手段をさらに備えるようにし
てもよい。この場合，上記第１の表示制御手段は，上記第２の判定手段によって，検出さ
れた顔画像の中心があらかじめ定められた領域内にあると判定されたことに応じて拡大さ
れた顔画像の中心が上記表示画面の中心となるように上記表示装置を制御し，上記第２の
判定手段によって，検出された顔画像の中心があらかじめ定められた領域内にないと判定
されたことに応じて上記被写体像外の部分が上記表示画面に表示されないように，顔画像
の中心の位置を決定し，決定された位置に拡大された顔画像の中心が表示されるように上
記表示装置を制御するものとなろう。
【００１９】
　この場合も，顔画像が拡大されて表示されることにより，撮像されていない部分が表示
画面上に表示されてしまうことを未然に防止できる。
【００２０】
　上記顔画像検出手段が，上記被写体に含まれる部分画像に対する顔らしさの評価値を算
出する評価値算出手段を備えてもよい。この場合，上記評価値算出手段によって算出され
た評価値にもとづいて顔画像を検出するものとなろう。そして，上記顔画像検出手段によ
って検出された顔画像が複数かどうかを判定する第３の判定手段，上記第２の判定手段に
よって複数の顔画像があると判定されたことにより，複数の顔画像の顔らしさの順序を上
記複数の顔画像に対応して上記表示画面に表示するように上記表示装置を制御する第２の
表示制御手段，および上記複数の顔画像のうち，一の顔画像を指定する指定手段をさらに
備えるようにする。上記拡大手段は，上記指定手段によって指定された顔画像を拡大する
ものとなろう。
【００２１】
　被写体像の中に複数の顔画像が含まれている場合に，所望の顔画像を拡大して表示する
ことができるようになる。
【００２２】
　上記複数の顔画像の領域を，上記顔らしさの順序にもとづいて異なる態様で表示するよ
うに上記表示装置を制御する第３の表示制御手段をさらに備えるようにしてもよい。
【００２３】
　上記顔画像検出手段によって検出された顔画像が複数かどうかを判定する第４の判定手
段，上記第４の判定手段によって複数の顔画像があると判定されたことにより，複数の顔
画像の順序を，顔画像の顔らしさ，顔画像の明るさおよび顔画像の大きさのうち少なくと
も一つのファクタにもとづいて決定する決定手段，上記決定手段によって決定された顔画
像の順序を上記複数の顔画像に対応して上記表示画面に表示するように上記表示装置を制
御する第４の表示制御手段，および上記複数の顔画像のうち，一の顔画像を指定する指定
手段をさらに備えてもよい。この場合，上記拡大手段は，上記指定手段によって指定され
た顔画像を拡大するものとなろう。
【００２４】
　また，上記決定手段において，複数の顔画像の順序の決定に用いられる顔画像の顔らし
さ，顔画像の明るさおよび顔画像の大きさのうち少なくとも一つのファクタを指定するフ
ァクタ指定手段をさらに備えてもよい。この場合，上記決定手段は，上記ファクタ指定手
段によって指定さたファクタにもとづいて，複数の顔画像の順序を決定するものとなろう
。
【００２５】
　第３の発明による顔画像表示装置は，対象画像に含まれる顔画像を検出する顔画像検出
手段，上記顔画像検出手段によって検出された顔画像を拡大する拡大手段，および上記拡
大手段によって拡大された顔画像を表示するように表示装置を制御する表示制御手段を備
えていることを特徴とする。
【００２６】
　第３の発明は，上記顔画像表示装置に適した制御方法も提供している。すなわち，この



(13) JP 4489608 B2 2010.6.23

10

20

30

40

50

方法は，対象画像に含まれる顔画像を検出し，上記顔画像検出手段によって検出された顔
画像を拡大し，拡大された顔画像を表示するように表示装置を制御するものである。
【００２７】
　第３の発明によると，対象画像に含まれる顔画像が検出され，検出された顔画像が拡大
される。拡大された顔画像が表示される。対象画像に含まれる顔画像が拡大されて表示さ
れるので，対象画像に比較して顔画像が小さい場合であっても，大きな顔画像が表示され
る。顔画像の内容を確認できる。
【実施例】
【００２８】
　図１は，ディジタル・スチル・カメラの電気的構成を示すブロック図である。
【００２９】
　この実施例によるディジタル・スチル・カメラは，被写体の中に人物の顔がある場合に
，その顔の画像（その顔の画像を含む被写体像の部分）を拡大して表示できるものである
。顔の画像を拡大して表示することにより，表示画面が小さく被写体像の全体を表示した
場合に顔の画像部分が小さくとも顔が適切に撮像されているかどうかを確認できる。
【００３０】
　ディジタル・スチル・カメラの全体の動作は，制御回路20によって統括される。
【００３１】
　制御回路20には，互いにバス接続されているＣＰＵ21，ＲＯＭ22およびＲＡＭ23が含ま
れている。ＲＯＭ22には，顔画像を検出するための顔のサンプル画像データが格納されて
いる。もちろん，顔のサンプル画像データでなくとも顔画像を検出するためのデータがあ
ればよい。ＲＡＭ23は，画像データ等を一時的に記憶するものである。
【００３２】
　ディジタル・スチル・カメラには，顔の画像を拡大する指令を与える拡大指令ボタン，
二段ストローク・タイプのシャッタ・レリーズ・ボタン，ＯＫボタン，キャンセル・ボタ
ン，モード設定ダイアル，上下左右ボタンなどを含む操作器15が含まれている。操作器15
から出力される操作信号は，制御回路20に入力する。
【００３３】
　レンズ駆動回路11によってズーム・レンズ１のズーム位置が制御される。また，絞り駆
動回路12によって絞り２の開口が制御される。ズーム・レンズ１によって被写体像を表す
光線が集光され，絞り２を通ってＣＣＤのような撮像素子３に入射する。撮像素子３の受
光面上に被写体像を表す光像が結像する。
【００３４】
　モード設定ダイアル20によって撮像モードが設定されると，撮像素子制御回路13によっ
て撮像素子３が制御され，被写体像を表す映像信号が撮像素子３から出力される。映像信
号は，アナログ信号処理回路４において相関二重サンプリング等のアナログ信号処理が行
われる。アナログ信号処理回路４から出力された映像信号は，アナログ／ディジタル変換
回路４においてディジタル画像データに変換され，制御回路20およびディジタル信号処理
回路６に入力する。ディジタル信号処理回路６において，ガンマ補正，白バランス調整な
どのディジタル信号処理が行われる。
【００３５】
　ディジタル信号処理回路６から出力された画像データは，メモリ７を介して表示制御回
路10に与えられる。表示制御回路10によって表示装置16の表示画面上に被写体像が表示さ
れる。
【００３６】
　また，ディジタル信号処理回路６から出力された画像データは，顔検出処理回路14にも
入力する。顔検出処理回路14において，被写体像の顔の画像部分が検出される。詳しくは
後述するように，拡大ボタンが押されると，ディジタル・スチル・カメラに顔画像の拡大
指令が与えられる。すると，撮像によって得られた被写体像の中に顔の画像が含まれてい
る場合には，その顔の画像が拡大されて（顔の画像が含まれるように被写体像全体が拡大
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されて）表示装置16の表示画面上に表示される。
【００３７】
　シャッタ・レリーズ・ボタンの第一段階の押下が行われると，上述したようにアナログ
／ディジタル変換回路５から出力された画像データは，制御回路20に与えられる。制御回
路20において，入力した画像データを用いて自動合焦制御および自動露光制御が行われる
ように，レンズ駆動回路11ならびに絞り駆動回路12およびシャッタ速度が制御される。
【００３８】
　シャッタ・レリーズ・ボタンの第二段階の押下が行われると，上述したのと同様に，被
写体が再び撮像され，被写体像を表す画像データが得られる。画像データは，ディジタル
信号処理回路６からメモリ７に与えられ，一時的に記憶される。画像データは，メモリ７
から読み出され，記録／読出制御回路８によってメモリ・カード９に記録される。必要に
応じてデータ圧縮が行われるのはいうまでもない。
【００３９】
　モード設定ダイアルによって再生モードが設定されると，記録／読出制御回路８によっ
てメモリ・カード９から被写体像を表す画像データが読み出される。読み出された画像デ
ータは，メモリ７を介して表示制御回路10に与えられる。表示装置16の表示画面上にメモ
リ・カード９から読み取られた画像データによって表される被写体像が表示される。
【００４０】
　再生モードが設定されている場合も拡大指令ボタンが押されることにより，メモリ・カ
ード９から読み取られた画像データによって表される画像の顔の画像が含まれている場合
には，その顔の画像が拡大されて表示される。再生モードが設定されている場合に，拡大
指令ボタンが押されると，メモリ・カード９から読み取られた画像データは，メモリ７お
びディジタル信号処理回路６を介して顔検出処理回路14に与えられる。顔検出処理回路14
において，顔の画像部分が検出される。検出された顔の画像が表示画面に表示されるよう
に画像の拡大処理（画像データの補間処理などにより実現できる。）が行われる。拡大さ
れた画像が表示装置16の表示画面上に表示される。再生時にも後述する処理を行うことが
できる。
【００４１】
　図２は，この実施例によるディジタル・スチル・カメラの記録時の処理手順を示すフロ
ーチャートである。
【００４２】
　上述のように，撮像モードが設定されると，被写体が撮像され，被写体像を表す画像デ
ータが得られる（ステップ31）。得られた画像データが表示装置16に与えられることによ
り，被写体像が表示装置16の表示画面上に表示される。また，被写体像を表す画像データ
は，顔検出処理回路14にも与えられ，被写体像の中に含まれる顔の画像の検出処理が行わ
れる（ステップ32）。この顔検出処理について詳しくは，後述する。
【００４３】
　拡大指令ボタンが押されると（ステップ33でＹＥＳ），撮像により得られた被写体像の
中に顔の画像がある場合には，その顔の画像の中心が表示画面の中心となるように拡大さ
れて表示装置16の表示画面上に表示される（ステップ34）。ただし，後述のように拡大さ
れることにより被写体像外の部分が表示されてしまう場合には，被写体外の部分が表示さ
れないように，被写体像が表示画面と相対的にシフトされて拡大される。被写体像の中に
顔の画像が無い場合には，ステップ34の拡大処理はスキップされる。もっとも，顔の画像
が無い場合であっても被写体像の拡大処理を行ってもよいのはいうまでもない。
【００４４】
　シャッタ・レリーズ・ボタンの第一段階の押下があると（ステップ35でＹＥＳ），上述
のようにアナログ／ディジタル変換回路５から出力された画像データを用いて自動露光制
御が行われ（ステップ36），かつ自動合焦制御が行われる（ステップ37）。
【００４５】
　シャッタ・レリーズ・ボタンの第二段階の押下があると（ステップ38でＹＥＳ），撮像
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によって得られた画像データがメモリ・カード（着脱自在な記録媒体）９に記録される（
ステップ39）。
【００４６】
　図３は，被写体像を拡大する場合に，顔の画像の中心が表示画面の中心となるように拡
大する領域と顔の画像の中心が表示画面の中心とはならないように拡大する領域とを示し
ている。
【００４７】
　被写体像をＩとした場合，その被写体像の外枠（撮像範囲，表示画面に相当する）を縮
小した所定の領域40が，その被写体像Ｉに顔の画像が含まれていた場合に顔の画像の中心
が表示画面の中心となるように拡大するＯＫ領域40である。このＯＫ領域40のまわりの領
域が顔の画像の中心が表示画面の中心とならないように拡大するＮＧ領域41である。顔の
画像の中心がＯＫ領域40内にある場合には，その顔の画像の中心が表示画面の中心となる
ように被写体像が拡大される。顔の画像の中心がＮＧ領域41内にある場合には，その顔の
画像の中心がＯＫ領域40のもっとも近い位置となるように被写体像の拡大処理が行われる
。
【００４８】
　たとえば，顔の画像の中心がＯＫ領域40の左上の頂点の左上の座標（ｘ１，ｙ１）にあ
る場合には，その座標（ｘ１，ｙ１）から最も近いＯＫ領域40の座標（ｘ２，ｙ２）が顔
の画像の中心となるように被写体像全体がシフトされて，被写体像が拡大される。また，
顔の画像の中心がＯＫ領域40の下の座標（ｘ３，ｙ３）にある場合に，その座標（ｘ３，
ｙ４）が顔の画像の中心となるように被写体像全体がシフトされて，被写体像が拡大され
る。被写体像が拡大されることにより，顔の画像が表示されなくなることが未然に防止さ
れる。
【００４９】
　図４（Ａ）および（Ｂ）は，表示装置16の表示画面に表示される被写体像の一例である
。（Ａ）は，拡大前の画像であり，（Ｂ）は拡大後の画像である。これらの図において，
図３に示すＯＫ領域40およびＮＧ領域41も示されている。
【００５０】
　被写体像Ｉ１（撮像範囲によって規定されるものであり，かつ表示装置16の表示画面の
大きさにも対応している）内の顔画像があるかどうかは，様々な大きさをもつサーチ・エ
リアが用いられる。様々な大きさをもつサーチ・エリア内の画像と顔のサンプル画像との
一致度にもとづいて，サーチ・エリア内の画像が顔の画像かどうかが判断される。サーチ
・エリア内の画像と顔のサンプル画像との一致度がもっとも高くなるサーチ・エリア（顔
枠）43内の画像が顔の画像と判断される。サーチ・エリア43内の画像が顔の画像かどうか
の判断は，サーチ・エリア43内の画像と顔のサンプル画像との一致度にもとづいて行なわ
れるだけでなく，学習結果（顔のサンプル画像や他の画像を用いて顔らしさを判定するた
めのデータであって，必ずしもサンプル画像でなくともよく，テーブルの形態などどのよ
うな形態でもよい）を用いて行なわれてもよい。
【００５１】
　図４（Ａ）においては，顔の画像（内部の画像が顔の画像と判断されるサーチ・エリア
43：顔枠）の中心Ｃ１がＯＫ領域40内に含まれているので，顔の画像の中心Ｃ１が表示画
面の中心となるように被写体像Ｉ１が拡大されて表示される（図４（Ｂ）参照）。このよ
うな処理は撮像しながらリアルタイムで行われる。
【００５２】
　拡大された顔の画像を含む被写体像Ｉ２が表示装置16の表示画面に表示されることとな
る。また，顔の画像部分にはサーチ・エリア（顔枠）44も拡大されて表示されているが，
必ずしも表示されなくてもよいのはいうまでもない。
【００５３】
　図５（Ａ）から（Ｃ）は，表示画面に表示される被写体像の一例である。（Ａ）は，拡
大前の画像であり，（Ｂ）は，顔の画像の中心が表示画面の中心となるように拡大された
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後の画像であり，（Ｃ）は，顔の画像の中心が表示画面の中心からずれるように拡大され
た後の画像である。
【００５４】
　（Ａ）を参照して，被写体像Ｉ３に含まれる顔枠46内の顔画像の中心Ｃ２は，ＯＫ領域
40外のＮＧ領域41にある。このために，顔画像の中心Ｃ２が表示画面の中心となるように
被写体像をシフトし，かつ拡大すると（Ｂ）に示すように，被写体像Ｉ４が存在しない部
分48が表示画面上に表示されてしまう。この実施例においては，（Ｃ）に示すように，拡
大後の顔枠47の顔の中心Ｃ３が拡大前の顔の画像の中心Ｃ２からもっとも近いＯＫ領域40
の位置となるように，顔の画像の中心が決められて拡大される。
【００５５】
　図６は，ＯＫ領域40とＮＧ領域41との関係を示している。
【００５６】
　上述したＯＫ領域40とＮＧ領域41とは，拡大率（ズーム倍率）に依存する。ズーム倍率
が大きいほど拡大後の画像が大きくなるので，顔の画像の中心が表示画面の中心となって
も被写体像が表示されない部分が発生しなくなるのでＯＫ領域40が大きくなる。逆にズー
ム倍率が小さいほど拡大後の画像は小さいので，顔の画像の中心が表示画面の中心となる
と被写体像が表示されない部分が発生する。たとえば，ズーム倍率が３倍の場合には，Ｏ
Ｋ領域40が比較的大きくなるように，ＯＫ領域40とＮＧ領域41との境界51が規定される。
ズーム倍率が1.5倍の場合には，ＯＫ領域40が比較的小さくなるように，ＯＫ領域40とＮ
Ｇ領域との境界52が規定される。
【００５７】
　図７は，顔検出処理（図２ステップ32の処理）の処理手順を示すフローチャートである
。
【００５８】
　多数の大きさをもつサーチ・エリアを用いて被写体像が走査され，被写体像の中から顔
の画像部分が検出される（ステップ61）。顔の画像部分が検出されると，被写体像におけ
るその顔の位置が特定される（ステップ62）。
【００５９】
　特定された顔の画像の中心が上述したように，ＯＫ領域内にあるかどうかが確認される
（ステップ63）。ＯＫ領域内にあれば（ステップ43でＹＥＳ），顔の画像の中心が表示画
面の中心となるようにズーム処理が行われる（ステップ65）。ＯＫ領域内になければ（Ｎ
Ｇ領域内にあれば），顔の画像の中心からもっとも近いＯＫ領域内の位置が顔の画像の中
心となるように被写体像がシフトされ（アドレッシングの操作により実現できる）ズーム
処理が行われる（ステップ64）。
【００６０】
　図８は，記録処理手順の他の例を示すフローチャートである。
【００６１】
　図２に示す記録処理においては，拡大ボタンが押されたことにより拡大処理が行われた
が，図８に示す処理においては二段ストローク・タイプのシャッタ・レリーズ・ボタンの
第一段階の押下に応じて拡大処理が行われる。
【００６２】
　撮像モードが設定されると，被写体が撮像され，被写体像が表示装置16の表示画面に表
示される（ステップ71）。シャッタ・レリーズ・ボタンの第一段階の押下があると（ステ
ップ72でＹＥＳ），自動露光制御処理が行われ（ステップ73），かつ自動合焦制御処理が
行われる（ステップ74）。また，顔検出処理が行われる（ステップ75）。
【００６３】
　さらに，シャッタ・レリーズ・ボタンの第一段階の押下が拡大指令としてディジタル・
スチル・カメラに与えられ，上述のように顔画像の拡大処理が行われて，拡大された被写
体像が表示される（ステップ76）。
【００６４】
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　シャッタ・レリーズ・ボタンの第二段階の押下があると（ステップ77でＹＥＳ），撮像
によって得られた画像データがメモリ・カードに記録される（ステップ78）。
【００６５】
　図９は，記録処理手順のさらに他の例を示すもので，プレビュー記録の処理のフローチ
ャートである。
【００６６】
　プレビュー記録の場合には，メモリ・カードに画像データが記録される前に，その画像
データがメモリに一時的に記憶される。その記憶された画像データによって表される被写
体像が表示され，記録指令が新たに与えられることにより，その画像データがメモリ・カ
ードに記録される。
【００６７】
　撮像モードが設定されると，被写体が撮像され，被写体像が表示装置16の表示画面に表
示される（ステップ81）。シャッタ・レリーズ・ボタンの第一段階の押下があると（ステ
ップ82でＹＥＳ），自動露光制御処理が行われ（ステップ83），かつ自動合焦制御処理が
行われる（ステップ84）。また，顔検出処理が行われる（ステップ85）。
【００６８】
　さらに，シャッタ・レリーズ・ボタンの第一段階の押下が拡大指令としてディジタル・
スチル・カメラに与えられ，上述のように顔画像の拡大処理が行われて拡大された被写体
像が表示される（ステップ86）。
【００６９】
　シャッタ・レリーズ・ボタンの第二段階の押下があると（ステップ87でＹＥＳ），撮像
によって得られた画像データがメモリ７に一時的に記憶される（ステップ88）。メモリ７
から画像データが読み取られ，読み取られた画像データによって表される被写体像が表示
装置16の表示画面に表示される（ステップ88）。表示画面に表示された被写体像をユーザ
が見て，その被写体像でよければユーザによってＯＫボタンが押される（ステップ89）。
すると，メモリ７に一時的に記憶されている画像データがメモリ・カード16に与えられ，
記録される。
【００７０】
　図10は，記録処理手順のさらに他の例を示すもので，プレビュー記録の処理のフローチ
ャートである。この図において図９に示すものと同一の処理については同一符号を付して
説明を省略する。
【００７１】
　図９に示す処理においては，シャッタ・レリーズ・ボタンの第一段階の押下に応じて自
動露光制御処理（ステップ83）および自動合焦制御処理（ステップ84）のほかに顔検出処
理（図９ステップ85）および顔画像の拡大表示処理（ステップ86）が行なわれているが，
図10に示す処理においては，シャッタ・レリーズ・ボタンの第二段階の押下に応じて顔検
出処理（ステップ91）および顔画像の拡大表示処理（ステップ92）が行なわれれるもので
ある。
【００７２】
　シャッタ・レリーズ・ボタンの第二段階の押下があると（ステップ87でＹＥＳ），撮像
によって得られた画像データがメモリ７に一時的に記憶される（ステップ88）。メモリ７
から画像データが読み取られ，読み取られた画像データによって表される被写体像が表示
装置16の表示画面に表示される（ステップ88）。その後，上述した顔検出処理（ステップ
91）および顔画像の拡大表示処理（ステップ92）が行なわれる。表示画面に表示された被
写体像（拡大された顔画像）をユーザが見て，その被写体像でよければユーザによってＯ
Ｋボタンが押される（ステップ89）。すると，メモリ７に一時的に記憶されている画像デ
ータがメモリ・カード16に与えられ，記録される。
【００７３】
　図11は，顔検出処理の他の処理手順を示すフローチャートである。この処理は，被写体
像の中に複数の顔の画像が含まれている場合のものである。図12および図13は，表示画面
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に表示される拡大前の被写体像の一例であり，図14（Ａ）から（Ｄ）は，拡大後の被写体
像の一例である。以下において，表示画面に表示されている中央で交叉する波線は必ずし
も表示されなくともよい。
【００７４】
　被写体像の中に複数の顔の画像が含まれている場合には，それぞれの顔の画像に枠が表
示される。これらの枠は，枠の中の顔の画像の顔らしさに応じて形態が変えられる。また
，拡大時に中心的な画像となるべき顔の画像を指定することができ，指定された顔の画像
の中心が上述のように表示画面の中心またはＯＫ領域内となるように拡大される。
【００７５】
　被写体像の顔画像の検出処理が行われる（ステップ101）。この顔検出処理によって検
出された顔の画像が複数あるかどうかが確認される（ステップ102）。
【００７６】
　顔の画像が複数あると（ステップ102でＹＥＳ），図11に示すように，被写体像Ｉ６の
うち検出された顔の画像の枠111，112，113が表示される（ステップ103）。それぞれの画
像の枠111，112，113の上には顔検出処理によって算出される顔らしさの程度（サンプル
画像との一致度，評価値）の順を示す番号が表示されている。また，検出された顔の画像
のうち，もっとも，顔らしい画像であると判断された顔の画像の枠については実線で表示
され，その他の画像の枠については波線で表示されている。一見しただけで複数の顔の画
像のうち，どの画像がもっとも顔らしいと判断されたかがわかる。
【００７７】
　ディジタル・スチル・カメラに含まれている上下左右ボタンのうち右矢印が押されると
，顔の画像の枠の表示切り替え指令がディジタル・スチル・カメラに与えられることとな
る。右矢印が押されるとユーザからの切替指令が与えられたとして（ステップ104でＹＥ
Ｓ），次に顔らしいと判断された顔の画像の枠が実線とされ，その他の枠が波線とされる
（ステップ105）。たとえば，図12に示す状態で右矢印が押されると，図13に示すように
枠112が実線とされその他の枠111および113は波線とされる。ユーザからの切替指令が無
ければ（ステップ104でＮＯ），ステップ105の処理はスキップされる。
【００７８】
　実線で囲まれている画像が特定の顔の画像とされ（ステップ106），その特定の顔の画
像の中心がＯＫ領域内にあるかどうかが判断される（ステップ107）。ＯＫ領域内にあれ
ば（ステップ107でＹＥＳ），顔の画像の中心が表示画面の中心となるようにズームが行
われ（ステップ109），ＯＫ領域内になければ（ステップ107でＮＯ），顔の画像の中心か
らもっとも近いＯＫ領域の点が顔の画像の中心となるように被写体像がシフトされ，ズー
ム処理が行われる（ステップ108）。
【００７９】
　ズーム倍率が小さいときには，特定された顔の画像の中心がＯＫ領域内に入らないので
図14（Ａ）に示すように，特定された顔の画像（枠114内の画像）の中心が表示画面の中
心とはかならずしもならない（被写体像Ｉ７）。ズーム倍率が上がると特定された顔の画
像の中心が表示画面の中心となるように図14（Ｂ），（Ｃ），（Ｄ）に示すように被写体
像Ｉ８，Ｉ９，Ｉ10が拡大される。
【００８０】
　図15は，表示装置16の表示画面に表示される被写体像Ｉ11の一例を示している。
【００８１】
　上述の実施例においては，被写体像の中に複数の顔の画像が含まれている場合に，その
複数の顔の画像の順番を決めるために，顔の画像の顔らしさというファクタが用いられて
いる。しかしながら，次に述べる実施例においては，顔らしさのファクタ以外のファクタ
を用いて複数の顔の画像の順番を決めるものである。どのファクタを用いて複数の顔の画
像の順番を決めるかはユーザによって指定される。
【００８２】
　ディジタル・スチル・カメラの操作器15には，メニュー・ボタンが含まれており，その
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メニュー・ボタンが押されることにより，表示装置16の表示画面には，ディジタル・スチ
ル・カメラに設定できるメニューが表示される。そのメニューには，ファクタ設定メニュ
ーが含まれており，ファクタ設定メニューがユーザによって指定されることにより，表示
装置15の表示画面には，図15に示すようなファクタ設定メニュー130が現れる。
【００８３】
　この実施例において設定できるファクタには，「大きさ」，「明るさ」および「顔らし
さ」がある。もちろん，その他のファクタを設定できるようにしてもよい。ファクタ設定
メニュー130には，「大きさ」の文字が表示されている領域140，「明るさ」の文字が表示
されている領域150および「顔らしさ」の文字が表示されている領域160が含まれている。
【００８４】
　ファクタとして大きさを設定する場合には，「大きい順」または「小さい順」を設定で
きる。このために，ファクタ設定メニュー130には，「大きい順」の文字が表示されてい
る領域141および「小さい順」の文字が表示されている領域142が含まれている。また，フ
ァクタとして明るさを設定する場合には，「明るい順」または「暗い順」を設定できる。
このために，ファクタ設定メニュー130には，「明るい順」の文字が表示されている領域1
51および「暗い順」の文字が表示されている領域152が含まれている。さらに，ファクタ
として顔らしさを設定する場合には，「顔らしさの大きい順」または「顔らしさの小さい
順」を設定できる。このために，ファクタ設定メニュー130には，「顔らしさ大順」の文
字が表示されている領域161および「顔らしさ小順」の文字が表示されている領域162が含
まれている。
【００８５】
　ファクタ設定メニュー130の領域のいずれかの領域を囲むようにカーソル135が表示され
ている。カーソル135は，操作器15に含まれている上下ボタンの操作に応じて各領域間を
上下する。操作器15に含まれている決定ボタンが押されると，カーソル135が囲んでいる
領域によって表されるファクタが設定される。
【００８６】
　図16は，顔検出の他の処理手順を示すフローチャートである。図17から図19は，表示画
面に表示される拡大前の被写体像の一例である。
【００８７】
　図16に示すフローチャートにおいて，図11に示す処理と同一の処理については同一の符
号を付して説明を省略する。図11に示す顔検出処理においては，被写体像の中に複数の顔
の画像が含まれている場合には，顔らしさに応じて顔の画像に表示される枠の形態が変わ
っているが，図16に示す顔検出処理においては，枠の形態を変えるためのファクタがユー
ザの設定に応じて決定されており，かつファクタをユーザによって切り換えることができ
るものである。
【００８８】
　被写体像の顔画像の検出処理が行われ（ステップ101），被写体像の中に顔の画像が含
まれているかどうかが確認される（ステップ121）。被写体像の中に顔の画像が含まれて
おり（ステップ121でＹＥＳ），かつ複数の顔の画像が含まれていると（ステップ102でＹ
ＥＳ），複数の顔の画像のそれぞれが枠で囲まれて被写体像が表示される。とくにこの実
施例においては，上述したようにユーザによって設定されたファクタにもとづいて，複数
の顔の画像の順番が付けられ，その順番にしたがった番号が枠に近くに付けられる。ファ
クタにしたがって一番と決定された顔の画像については実線の枠が付けられ，その他の枠
は破線とされる。
【００８９】
　図17は，ファクタとして検出された顔の画像の大きさの大きい順が設定されている場合
における被写体像の一例である。表示画面の右上には，設定されたファクタを表示する領
域180が規定されている。ファクタとして大きさの大きい順が設定されているので，ファ
クタ表示領域180には，「大きい順」の文字が表示されている。
【００９０】
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　被写体像Ｉ12の中には，人物像171，172および173が含まれている。人物像171，172，1
73の順番で顔画像の大きさが大きい。このために，人物像171，172，173のそれぞれの顔
画像の枠111，112，113の近くに顔画像の大きさ順を示す番号が表示されている。とくに
，顔画像の大きさが一番大きい人物像171の顔画像の枠111は，実線とされている。他の人
物像172，172の顔画像の枠112，113は破線とされている（ステップ122）。どの順序で顔
の画像について順番がつけられたのかが分かる。
【００９１】
　上述したように，ユーザによってファクタの切り換えがあると（ステップ123でＹＥＳ
），切り換えられたファクタにもとづいて，検出された顔の画像の順番があらかじめ決定
される。顔の画像の枠の近くに表示される順番が切り換えられたファクタにもとづいて更
新される（ステップ124）。たとえば，ファクタが顔画像の小さい順に切り換えられると
，図18に示すように，人物像173の顔画像，人物像172の顔画像，人物像171の顔画像の順
で顔画像が小さいので，枠113，112，111の順で番号が付される。また枠113が実線となり
，他の枠112および111は破線となる。ファクタが明るい順に切り換えられると，図19に示
すように，人物像172の顔画像，人物像171の顔画像，人物像173の顔画像の順で明るいの
で（明るさがハッチングで示されている），枠112，111，113の順で番号が付される。枠1
12が実線となり，他の枠111および113は破線となる。このように，ユーザの設定に応じて
ファクタを変えることができ，変えられたファクタに応じて顔画像の順番も変わる。
【００９２】
　ファクタの切り換えが無ければ（ステップ123でＮＯ），ステップ124の処理はスキップ
されてステップ104以降の処理が行われる。
【００９３】
　上述の実施例においては，大きさ順，明るさ順などにしたがって顔画像の順番を決定し
ているが，大きさ，明るさなどの一定範囲を設け，その一定範囲内に顔画像が含まれてい
る場合に，順番を決定すべき顔画像の対象とするようにしてもよい。たとえば，明るすぎ
る顔画像，暗すぎる顔画像，大きすぎる顔画像，小さすぎる顔画像は，それぞれ明るい順
，暗い順，大きい順，小さい順のファクタが指定されていても顔画像の順番を決定する顔
画像の対象からは外すことが考えられる。鑑賞に適した顔画像について順番をつけること
ができるようになる。
【００９４】
　図20は，再生時の処理手順を示すフローチャートである。
【００９５】
　上述した実施例においては，記録時に顔検出処理が行われるものであるが，上述したよ
うに，再生時にも顔検出処理を行うようにできる。
【００９６】
　再生画像に対して，ズーム動作を行うか，顔中心のズームを行うかどうかは，メニュー
を操作によりあらかじめ設定されているものとする。もっとも，上述したように，拡大指
令ボタンからの拡大指令にもとづいてズーム動作，顔中心のズームを行うようにしてもよ
い。
【００９７】
　再生モードが設定されると，メモリ・カード９に記録されている画像データが読み取ら
れる（ステップ191）。ズーム動作を行うように設定されていなければ（ステップ192でＮ
Ｏ），読み取られた画像データによって表される被写体像が拡大しないで表示装置16の表
示画面上に表示される（ステップ198）。ズーム動作を行うように設定されていると（ス
テップ192でＹＥＳ），顔中心ズームを行うように設定されているかが確認される（ステ
ップ193）。
【００９８】
　顔中心ズームを行うように設定されていなければ（ステップ193でＮＯ），読み取られ
た画像データによって表される被写体像の全体が拡大されて表示装置16の表示画面上に表
示される（ステップ197）。
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【００９９】
　顔中心ズームを行うように設定されていると（ステップ193でＮＯ），読み取られた画
像データによって表される被写体像の顔検出処理が上述のように行われる（ステップ194
）。被写体像の中から顔画像が検出されると（ステップ195でＹＥＳ），上述のように顔
画像が中心に拡大されて表示される（ステップ196）。再生時に顔画像が中心に拡大され
るので，顔画像にピントが合っているかどうかを比較的簡単に確認できる。被写体像の中
から顔画像が検出されないと（ステップ195でＮＯ），被写体像の全体が拡大されて表示
される（ステップ197）。
【０１００】
　上述した実施例においては，顔中心のズームの設定，拡大指令等にもとづいて顔画像を
中心に拡大しているが，設定，指令等がなくとも被写体像が再生されることにより自動的
に顔画像を中心に拡大するようにしてもよい。
【図面の簡単な説明】
【０１０１】
【図１】ディジタル・スチル・カメラの電気的構成を示すブロック図である。
【図２】記録処理手順を示すフローチャートである。
【図３】ＯＫ領域とＮＧ領域とを示している。
【図４】（Ａ）はズーム前の被写体像の一例を，（Ｂ）はズーム後の被写体像の一例を示
している。
【図５】（Ａ）はズーム前の被写体像の一例を，（Ｂ）および（Ｃ）はズーム後の被写体
像の一例を示している。
【図６】ＯＫ領域とＮＧ領域とを示している。
【図７】顔検出処理の処理手順を示すフローチャートである。
【図８】記録処理手順を示すフローチャートである。
【図９】記録処理手順を示すフローチャートである。
【図１０】記録処理手順を示すフローチャートである。
【図１１】顔検出処理手順を示すフローチャートである。
【図１２】ズーム前の被写体像を示している。
【図１３】ズーム前の被写体像を示している。
【図１４】（Ａ）から（Ｄ）は，ズーム後の被写体像の一例である。
【図１５】ファクタ設定メニューを示している。
【図１６】顔検出処理手順を示すフローチャートである。
【図１７】ズーム前の被写体像を示している。
【図１８】ズーム前の被写体像を示している。
【図１９】ズーム前の被写体像を示している。
【図２０】再生処理手順を示すフローチャートである。
【符号の説明】
【０１０２】
　３　撮像素子
　７　メモリ
　８　記録／読出制御回路
　９　メモリ・カード
　10　表示制御回路
　14　顔検出処理回路
　15　操作器
　16　表示装置
　20　制御回路
　21　ＣＰＵ
　22　ＲＯＭ
　23　ＲＡＭ
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　40　ＯＫ領域
　41　ＮＧ領域

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】

【図７】
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【図８】 【図９】

【図１０】 【図１１】
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【図１２】

【図１３】

【図１４】

【図１５】 【図１６】
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【図１７】

【図１８】

【図１９】

【図２０】



(27) JP 4489608 B2 2010.6.23

10

フロントページの続き

(56)参考文献  特開２００３－１０７３３５（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平１１－１９６３０１（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００１－２１１３５１（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００３－１２５２６９（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００４－０４６５９１（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００２－３５８５２２（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００４－３２０２８７（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平１０－０３５３２０（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｈ０４Ｎ　　　５／２２５　　　
              Ｈ０４Ｎ　　　５／２２８　　　
              Ｈ０４Ｎ　　　５／２３２　　　
              Ｈ０４Ｎ　１０１／００　　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

