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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　画像を撮影するように構成された装置であって：
　画像センサ；
　前記装置の一の視野内に、一つ以上の顔が存在することを検出するために、前記画像セ
ンサの出力を処理するように構成されたプロセッサ；および
　前記装置の視野内における顔の存在を検出することに応答して、フィードバックを提供
するフィードバック機構であって、前記フィードバック機構は、前記装置の自分撮りモー
ドの間、前記装置と前記検出された顔との間の距離が指定された距離範囲内にあることに
応答する場合だけ前記フィードバックを提供し、前記自分撮りモードは前記検出された顔
が較正プロセスによって事前に登録された顔を具備するときにアクティブ化され、撮影者
が腕を伸ばして前記装置を把持することが可能な状態における前記距離に関する記憶され
た距離範囲を前記指定された距離範囲が具備する、フィードバック機構；
を備える装置。
【請求項２】
　前記フィードバックは、前記視野内において検出された顔の個数の表示を具備する、請
求項１記載の装置。
【請求項３】
　前記フィードバック機構は、音声によるフィードバック機構を具備する、請求項１記載
の装置。
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【請求項４】
　前記音声によるフィードバック機構は、言葉による指示を使用してフィードバックを与
えるように構成されている、請求項３記載の装置。
【請求項５】
　前記フィードバック機構は、視覚によるフィードバック機構を具備する、請求項１記載
の装置。
【請求項６】
　前記視覚によるフィードバック機構は、一つ以上のシグナル光源を使用して前記フィー
ドバックを与えるように構成される、請求項５記載の装置。
【請求項７】
　前記視覚によるフィードバック機構は、前記装置の前方のディスプレイ画面上にテキス
トやアイコンを表示することによって前記フィードバックを与えるように構成される、請
求項５記載の装置。
【請求項８】
　前記フィードバック機構は、振動発生を使用して前記フィードバックを与えるように構
成された、触覚のフィードバック機構を具備する、請求項１記載の装置。
【請求項９】
　前記フィードバックは、改善された前記視野を提供するために前記装置の向きが修正さ
れるべき方向を提示する方向表示を含んでいる、請求項１記載の装置。
【請求項１０】
　前記改善された視野は、一つ以上の構図ルールを充足する、請求項９記載の装置。
【請求項１１】
　デジタル画像の撮影動作を開始するように構成された撮影開始機構をさらに具備し、前
記撮影開始機構は、画像撮影ボタン、遠隔制御手段、タイマー機構または音声駆動機構の
うちの少なくとも一つ以上を具備している、請求項１記載の装置。
【請求項１２】
　少なくとも、前記フィードバックが与えられる第１の動作モードと前記フィードバック
が全く与えられない第２の動作モードと、のいずれか一方を選択することを可能にするよ
うに構成されたユーザ・インターフェース制御部を更に具備する、請求項１記載の装置。
【請求項１３】
　前記フィードバック機構によって与えられるべきフィードバックのタイプを択一的に選
択することを可能にするように構成された制御入力部を更に備える、請求項１記載の装置
。
【請求項１４】
　前記装置から前記顔までの距離は、前記検出された顔の大きさに応じて推定された距離
を具備する、請求項１記載の装置。
【請求項１５】
　前記フィードバック機構は、前記視野との間の相対関係において、前記検出された顔が
指定された検出サイズの範囲内に位置する場合のみ、フィードバックを与えるようにさら
に構成されている、請求項１記載の装置。
【請求項１６】
　前記プロセッサは、前記検出された顔の識別名を判定するようにさらに構成され、前記
フィードバックは、前記識別名による顔の識別に応じて、カスタマイズされる、請求項１
記載の装置。
【請求項１７】
　前記プロセッサは、顔画像認識を使用して、前記顔が前記装置の視野内に含まれている
か否かを判定するようにさらに構成されている、請求項１記載の装置。
【請求項１８】
　前記プロセッサは、一つ以上の所定の基準が満足された時に、前記撮影者が更なる操作
を行うことなく、デジタル画像の撮影動作を自動的に起動するようにさらに構成されてい
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る、請求項１記載の装置。
【請求項１９】
　前記一つ以上の所定の基準は、画像の構図ルールが充足されていること、被写体の人物
の眼が開いていること又は被写体の人物の顔が笑っていることが検出されていること、ま
たは前記装置の動きが無いことが検出されていることの中の少なくとも一つ以上を含む、
請求項１８記載の装置。
【請求項２０】
　前記フィードバック機構は、前記視野内に少なくとも一つの顔の存在を検出することに
応答して、前記視野内に前記撮影者が含まれているとき、前記撮影者に対してフィードバ
ックを提供するように構成されている、請求項１記載の装置。
【請求項２１】
　前記記憶された距離範囲は、前記装置の自分撮りモードにおける較正プロセスによって
提供される、請求項１記載の装置。
【請求項２２】
　前記画像センサ上に撮影シーンの画像を形成するための光学系をさらに具備する、請求
項１記載の装置。
【請求項２３】
　視野内に一つ以上の顔が存在することを検出するために、画像を撮影するように構成さ
れた装置の画像センサーの出力をプロセッサが処理するステップ；および
　前記装置の視野内における顔の存在を検出することに応答して、フィードバック機構が
、フィードバックを提供するステップであって、前記フィードバック機構は、前記装置の
自分撮りモードの間、前記装置と前記検出された顔との間の距離が指定された距離範囲内
にあることに応答する場合だけフィードバックを提供し、前記自分撮りモードは前記検出
された顔が較正プロセスによって事前に登録された顔を具備するときにアクティブ化され
、撮影者が腕を伸ばして前記装置を把持することが可能な状態における前記距離に関する
記憶された距離範囲を前記指定された距離範囲が具備する、ステップ；
を具備する方法。
【請求項２４】
　前記検出された顔のサイズに基づいて前記装置と前記検出された顔との間の距離を推定
するステップをさらに具備する、請求項２３記載の方法。
【請求項２５】
　媒体面上に命令コードが記憶されたコンピュータ読み出し可能記録媒体であって、前記
命令コードは、実行された際に：
　視野内に一つ以上の顔が存在することを検出するために、画像を撮影するように構成さ
れた装置の画像センサーの出力を処理するステップ；および、
　前記装置の視野内における顔の存在を検出することに応答して、フィードバックを提供
するステップであって、前記フィードバックは、前記装置の自分撮りモードの間、前記装
置と前記検出された顔との間の距離が指定された距離範囲内にあることに応答する場合だ
け提供され、前記自分撮りモードは前記検出された顔が較正プロセスによって事前に登録
された顔を具備するときにアクティブ化され、撮影者が腕を伸ばして前記装置を把持する
ことが可能な状態における前記距離に関する記憶された距離範囲を前記指定された距離範
囲が具備する、ステップ；
をコンピュータ装置に実行させる、コンピュータ読み出し可能記録媒体。
【請求項２６】
　前記命令コードは、前記検出された顔のサイズに基づいて前記装置と前記検出された顔
との間の距離を推定するステップをさらに具備する、請求項２５記載のコンピュータ読み
出し可能記録媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　本発明は、可搬のデジタル撮影装置を使用してデジタル画像を撮影する技術の分野に関
係する。より具体的には、本発明は、ユーザ自身を含む画像を撮影するため、腕を目一杯
伸ばした長さで撮影装置を保持した際において、利便性を改善する動作モードを有するデ
ジタル撮影装置に関係する。
【背景技術】
【０００２】
　デジタル・カメラは、非常に一般的になってきており、従来のフィルム・カメラの大半
に取って代わるものとなっている。今日、殆どのデジタル・カメラは、当該カメラの背面
に画像表示スクリーンを組み込んでいる。当該表示スクリーンは、レンズで補足されたま
まの画像の構図を定め、カメラの設定を調節するためのユーザ・インターフェースを提供
することを可能にする。また、当該表示スクリーンは、既に撮影され、デジタル・カメラ
のメモリ内に記憶されている複数の画像をブラウジングすることにも使用される。しかし
ながら、当該表示画面がカメラの背面にあるという配置に起因して、ユーザ自身がカメラ
の撮影領域内に入りたいと望む場合、ユーザはカメラから視覚的フィードバックを全く得
ることができない。
【０００３】
　ユーザは、特定の撮影地において、自分自身の写真を撮影したいとしばしば希望する。
これは、腕を目一杯伸ばした長さでカメラを保持し、ユーザの顔が撮影画像の中に入るよ
うな方向にカメラが向けられているか見当を付けることによって達成することができる。
多くのユーザにとって、これは困難な作業であり、満足のいく１枚の写真を撮るために、
何回も撮り直しをしなくてはならない事がしばしばある。
【０００４】
　他の技法としては、タイマー・モードを使用するものがある。このためには、カメラが
三脚または固い面の上に設置され、ユーザは、与えられた時間内に、カメラの位置から撮
影領域内に小走りに移動しなくてはならない。殆どのユーザは三脚を持ち運ぶことを嫌が
るだろうし、カメラの好適な設置面を見つけ出すことは、しばしば困難である。加えて、
シャッター・ボタンが押下された際に、カメラが動いてしまっているかも知れない。その
結果、カメラの視野内にユーザが入っているか否かを検証する手段が全く無いため、ユー
ザが適切に撮影されるようにするために、画像を何回も撮り直す必要が出てくる。更には
、画像が撮影される際に、カメラをユーザから離れた位置に設置できるようにしなくては
ならないことも、もう一つの課題である。これはカメラの窃盗被害が可能性として有り得
る混雑した撮影地においては、望ましくない。
【０００５】
　時として、他の人間が、ユーザの画像を撮影してあげようと申し出る、または、他の人
間が、ユーザから撮影してくれるよう頼まれるかも知れない。カメラの窃盗被害への懸念
に加え、他の人間が画像を撮影する際の能力や技量に関してまでは制御が利かないため、
ユーザにとって満足のいかない写真が出来上がってしまう可能性もある。
【発明の概要】
【発明が解決すべき課題】
【０００６】
　従来技術においては、視覚的なフィードバックを提供するために、時としてカメラはミ
ラーを組み込んでいる。しかしながら、このようなミラーは、サイズが小さかったり、不
便な位置に配置されていたりすることにより、見づらい可能性がある。このようなミラー
は、カメラの材料と組み立てに関して余分な製造コストを生じ、光学的またはデジタル的
なズーム操作が使用される際には、適切な結果をもたらすことができない。Ｐａｌｍ　Ｐ
ｒｅセルラー電話は、後ろを向いている表示画面を上方にスライドさせることによって配
備することができる、その種のミラーを有している。
【０００７】
　また、本願と同一の出願人に譲渡された「米国特許第５，５６５，９４７号」に記載さ
れているフレーミング装置をカメラに使用することも可能である。この米国特許は、カメ
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ラの視野との間の一般的な対応関係において、レンズ部の周囲を取り巻く形で、カメラ本
体の前面に複数の薄い部材をどのように配列することができるかを記述している。レンズ
の視野内に配置された被写体から上記部材の内側表面が見えるような角度で、上記部材の
各々を光軸から外側に向かって傾斜させることにより、フレーミングは、自分撮りの撮影
に関して撮影精度を改善する。ミラーと同様に、この薄いフレーミング部材もまた、カメ
ラの材料と組み立てに関して余分な製造コストを生じ、光学的またはデジタル的なズーム
操作が使用される際には、適切な結果をもたらすことができない。
【０００８】
　サムスン社製のＤｕａｌＶｉｅｗ　ＴＬ２２０のような幾つかのカメラは、画像を作成
する作業中にユーザが見ることができる追加の表示画面をカメラの前面にも設けている。
これは、それなりの進歩ではあるが、カメラに２つの表示画面を組み込む必要があること
による製造コストの顕著な増加を生じる。それに加えて、表示される画像が小さく、見づ
らい可能性がある。
【０００９】
　カシオ社製のＥＸ－Ｐ５０５のような幾つかのカメラは、関節を介して本体と接続され
、レンズが補足中の風景をユーザが見ることができるように可変配置型とした表示画面を
有している。残念ながら、この種の機構を設けることは、製造コストの顕著な増加を生じ
、更には、表示画面がカメラ本体の筐体内にしっかりと内蔵されていないために、機構的
に壊れやすい。
【００１０】
　以上から、ユーザがカメラを保持しながら、自分撮り画像の生成と撮影を行う能力を改
善することができ、コスト効率がよく、ユーザ・フレンドリーな方法に対する必要性が依
然として存在する。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明に係るデジタル・カメラは、撮影者自身を含む画像を撮影するためのデジタル・
カメラであって、画像センサと、前記画像センサ上に撮影シーンの画像を形成するための
光学系と、前記デジタル・カメラの一つの視野内に、一つ以上の顔が存在することを検出
するために、前記画像センサの出力を処理するプロセッサと、前記視野内において少なく
とも一つの顔の存在を検出することに応答して、前記視野内に前記撮影者自身が含まれて
いるとき、前記撮影者自身に対してフィードバックを提供するフィードバック機構と、前
記撮影者自身を含む前記撮影シーンのデジタル画像の撮影動作を開始する手段とを備える
構成を採る。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明は、撮影者自身を含む画像を撮影するために、腕を目一杯伸ばした長さでカメラ
が保持されている場合において、カメラが正しい方向に向けられているか否かを、ユーザ
が旨い具合に判定することができるという利点を有する。加えて、本発明は、第２の表示
画面や可変配置型の表示画面を必要とする代替的な解決方法よりも、製造コストと複雑度
が低いという更なる利点を有する。本発明は更に、撮影者自身を含む画像を撮影する過程
において、撮影者がカメラを把持したままでいることができ、その結果、カメラの窃盗被
害に対する更なる防護と、写真撮影作業全般にわたるより細かな制御を達成することがで
きる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】デジタル・カメラの構成要素を示す高水準な機能ブロック図
【図２】デジタル・カメラ内において、デジタル画像を処理するのに使用される典型的な
画像処理動作を図示するフロー図
【図３】本発明に係る自分撮りの写真撮影シナリオを示す図
【図４】本発明を実施するためのデジタル・カメラの一実施形態を示す外観図
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【図５】本発明に従い、ユーザへのフィードバックを提供するための一連の動作ステップ
を示すフロー図
【図６】本発明の一実施形態に従い、図５中の判定フィードバック・ステップに関する更
なる詳細を示すフロー図
【図７】構図ルールを適用するために有用である、好ましい顔の領域の具体例を示す図
【図８】複数のシグナル光源を使用して、本発明を実施するためのデジタル・カメラの代
替的な一実施例を示す図
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　図面は、本発明の概念を図示する目的のために添付され、本発明の技術的範囲を拡張も
しくは限定するものではないことが理解されるべきである。
【００１５】
　本明細書の以下の記載では、本発明の好適な実施形態は、通常はソフトウェア・プログ
ラムとして実施されるものとして説明する。当業者には、そのようなソフトウェアの均等
物がハードウェアによっても構成可能であることが、直ちに理解できるであろう。画像処
理のアルゴリズムおよびシステムは既に周知である。従って、本明細書においては、特に
、本発明に従う方法およびシステムの一部を成すアルゴリズムおよびシステム、または、
本発明に従う方法およびシステムとより直接的に協働するアルゴリズムおよびシステムを
、説明の対象とする。そのようなアルゴリズムおよびシステムの他の実施態様、およびそ
れらと関係する画像信号を生成あるいは処理するためのハードウェアおよびソフトウェア
は、本明細書中で具体的に示されたり、説明されたりはしない。しかし、これらは、従来
技術において既に知られているそのようなシステム、アルゴリズム、部品および構成要素
の中から適宜選択され得るものである。以下の記載において、本発明に従って説明される
システムを前提とするならば、幾つかのソフトウェアは、本発明の実施のために有益では
あるが、本明細書において具体的に例示、示唆または説明がされない。しかしこのような
ソフトウェアは、従来技術の範囲内であるか、または当業者が適宜実施し得る工夫の範囲
内である。
【００１６】
　更にまた、本明細書において使用されているように、本発明に係る方法を実行するため
のコンピュータ・プログラムは、コンピュータ可読記憶媒体に記憶することができる。こ
のような記憶媒体は、例えば、磁気ディスク（例えば、ハード・ディスク・ドライブ、ま
たはフロッピーディスクなど）のような磁気記録媒体、光ディスク、光学テープのような
光記憶媒体、機械読み取り可能のバーコード、ランダム・アクセス・メモリ（ＲＡＭ）ま
たは読み出し専用メモリ（ＲＯＭ）のような固形の電子記憶デバイス、または、本発明に
係る方法を実施するために、一つ以上のコンピュータを制御する複数の命令を含んだコン
ピュータ・プログラムを記憶するために使用される他の何らかの物理的なデバイスまたは
記憶媒体を含むことが可能である。
【００１７】
　画像処理デバイスおよび信号のキャプチャと処理のための関連する回路とを使用するデ
ジタル・カメラ、およびディスプレイ部分は既に周知である。従って、本明細書において
は、特に、本発明に従う装置およびシステムの一部を成す構成要素、または、本発明に従
う装置およびシステムとより直接的に協働する構成要素を説明の対象とする。本明細書に
おいて、具体的に例示、または説明されていない構成要素は、従来技術として知られてい
る事項から適宜選択することができる。以下において説明される本発明に係る実施形態の
特定の側面は、ソフトウェアの形で提供される。以下の記載において、本発明に従って説
明されるシステムを前提とするならば、幾つかのソフトウェアは、本発明の実施のために
有益ではあるが、本明細書において具体的に例示、示唆または説明がされない。しかしこ
のようなソフトウェアは、従来技術の範囲内であるか、または当業者が適宜実施し得る工
夫の範囲内である。
【００１８】
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　本発明は、本明細書に記載された複数の実施形態の組み合わせを含む。本明細書中で「
一の特定の実施形態」あるいはこれと同様の言い方をする場合は、本明細書中に開示され
た本発明に係る少なくとも一つ以上の実施形態を指して言う。「一の実施形態」あるいは
「複数の特定の実施形態」と別々の呼び方を用いる場合、あるいはこれと同様の呼び方を
用いる場合には、必ずしも互いに同一の実施形態を指して言うとは限らない。しかしなが
ら、その旨が明示されているか、または当業者にとって直ちに明らかでない限り、それら
複数の実施形態は、相互に排他的ではないものとする。「方法」およびこれと同様の用語
における、単数形または複数形の使用は、本発明の範囲を限定するものではない。明示的
に示されない限り、または文脈から自明でない限り、本明細書の開示において、単語「ま
たは（ｏｒ）」は、非排他的な意味で使用される。
【００１９】
　デジタル・カメラに関する以下の説明は、当業者にとっては慣れ親しんだものであろう
。本発明のこの実施形態には、多様な変形実施例が存在することが自明である。このよう
な多様な変形実施例は、カメラの製造コストを削減し、新たな機能特性を追加し、または
カメラの性能を改善することが可能であり、そしてそのために選択される。
【００２０】
　図１は、デジタル・カメラ１０を含むデジタル写真撮影システムの機能ブロック図を示
す。好適には、デジタル・カメラ１０は、バッテリーにより動作する可搬型装置であり、
画像を撮影し、見直す際に、ユーザが手で容易に持つのに充分な小ささである。デジタル
・カメラ１０は、画像メモリ３０を使用してデジタル画像ファイルとして記憶されるデジ
タル画像を生成する。本明細書中で使用される用語「デジタル画像」または「デジタル画
像ファイル」は、デジタル静止画像やデジタル・ビデオ・ファイルのような任意のデジタ
ル画像ファイルを指して言う。
【００２１】
　本発明の幾つかの実施形態においては、デジタル・カメラ１０は、ビデオ動画および静
止画像の両者を撮影する。デジタル・カメラ１０は更に、デジタル音楽プレーヤー（例え
ば、ＭＰ３プレーヤーなど）、携帯電話、ＧＰＳ受信機、またはプログラマブル・デジタ
ル・アシスタント（ＰＤＡ）の機能を含むが、これらの機能に限定されない他の機能をも
含むことが可能である。
【００２２】
　デジタル・カメラ１０は、調節可能な絞りと調節可能なシャッター６を有するレンズ部
４を含む。本発明の好適な実施形態においては、レンズ部４は、ズーム・レンズであり、
ズームおよびフォーカス動作のモータ駆動機構８によって制御される。レンズ部４は、撮
影シーン（図示せず）からの光を画像センサ１４の上に合焦させる（焦点を合わせる）。
画像センサ１４の例としては、例えば、シングル・チップ・カラーＣＣＤまたはＣＭＯＳ
画像センサ等がある。レンズ部４は、撮影シーンを画像センサ１４の上に結像させるため
の光学系の一種である。本発明の他の実施形態においては、光学系は、可変焦点または固
定焦点のいずれか一方の機能を備える固定焦点距離レンズを使用することも可能である。
【００２３】
　画像センサ１４の出力は、アナログ信号プロセッサ（ＡＳＰ）およびアナログ／デジタ
ル（Ａ／Ｄ）変換回路１６によってデジタル信号形式に変換され、バッファ・メモリ１８
に一時的に記憶される。続いて、ファームウェア・メモリ２８内に記憶されている組み込
みソフトウェア・プログラム（例えば、ファームウェア等）を使用して、バッファ・メモ
リ１８内に記憶されている画像データは、プロセッサ２０により処理される。本発明の幾
つかの実施形態においては、ソフトウェア・プログラムは、読み出し専用メモリ（ＲＯＭ
）を使用するファームウェア・メモリ２８の中に永続的に記憶されている。本発明の他の
実施形態においては、例えば、フラッシュＥＰＲＯＭメモリを使用することにより、ファ
ームウェア・メモリ２８は書き換えられるようにすることができる。そのような実施形態
においては、外部のデバイスが、有線インターフェース３８、または無線モデム５０を使
用することにより、ファームウェア・メモリ２８内に記憶されたソフトウェア・プログラ
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ムを更新することができる。更に、そのような実施形態においては、ファームウェア・メ
モリ２８は、カメラの電源がオフにされている間に保存されていなくてはならないデータ
を記憶するのにも使用することが可能である。これら保存されるべきデータには、例えば
、画像センサの較正データ、選択されたユーザ設定、およびその他のデータが含まれる。
本発明の幾つかの実施形態においては、プロセッサ２０は、プログラム・メモリ（図示せ
ず）を含み、ファームウェア・メモリ２８内に記憶されているソフトウェア・プログラム
は、プロセッサ２０によって実行される前に、プログラム・メモリ内にコピーされる。
【００２４】
　プロセッサ２０の機能は、単一のあるいは複数のプログラミング可能なプロセッサを使
用することにより実現可能であることが理解できる。このようなプログラミング可能なプ
ロセッサは、一つ以上のデジタル信号プロセッサ（ＤＳＰ）デバイスを含む。代替的に、
プロセッサ２０は、カスタムＩＣ回路によって（例えば、専らデジタル・カメラにおいて
使用するために設計された一つ以上の専用の集積回路（ＩＣ）等によって）提供されるこ
とが可能である。あるいは、プロセッサ２０は、プログラミング可能なプロセッサと上記
カスタムＩＣ回路との組み合わせによって提供されることもまた可能である。図１に示す
様々な回路要素の一部または全てから、プロセッサ２０へと接続する接続線は、共通のデ
ータ・バスを使用して形成可能であることが理解できる。例えば、本発明の幾つかの実施
形態においては、プロセッサ２０、バッファ・メモリ１８、画像メモリ３０、およびファ
ームウェア・メモリ２８の間を結ぶ接続線は、共通のデータ・バスを使用して形成可能で
ある。
【００２５】
　続いて、処理された画像は、画像メモリ３０を使用して記憶される。画像メモリ３０は
、当業者にとって既知である任意の形態のメモリであることが可能である。このような任
意の形態のメモリは、取り外し可能フラッシュ・メモリ・カード、内部フラッシュ・メモ
リ・チップ、磁気メモリ、または光学メモリを含むがそれらに限定されないことが理解さ
れる。本発明の幾つかの実施形態においては、画像メモリ３０は、内部フラッシュ・メモ
リ・チップおよび取り外し可能フラッシュ・メモリ・カードへと繋がる標準インターフェ
ースの両者を含むことが可能である。上記フラッシュ・メモリの例には、ＳＤ（Ｓｅｃｕ
ｒｅ　Ｄｉｇｉｔａｌ）カードなどが含まれる。代替的に、異なるメモリ・カード・フォ
ーマットが使用されることも可能である。そのような異なるメモリ・カード・フォーマッ
トには、例えば、ｍｉｃｒｏ　ＳＤカード、Ｃｏｍｐａｃｔ　Ｆｌａｓｈ（ＣＦ）カード
、ＭｕｌｔｉＭｅｄｉａ　Ｃａｒｄ（ＭＭＣ）、ｘＤカードあるいはメモリ・スティック
等がある。
【００２６】
　画像センサ１４は、タイミング生成器１２によって制御される。タイミング生成器１２
は、画面内の行と画素を選択するための様々なクロック信号を生成し、ＡＳＰおよびＡ／
Ｄ変換回路１６の動作との同期をとる。例えば、画像センサ１４は、およそ４０００×３
０００画素の静止画像ファイルの表示を提供するために、１２．４メガピクセル（４０８
８×３０４０画素）を有することが可能である。カラー画像の表示を提供するために、画
像センサは一般に、カラー・フィルター配列によってオーバーレイされている。上記した
構造は、異なる色彩を持つ複数の画素を含む画素配列を有する画像センサを提供する。異
なる色彩を持つ複数の画素は、多くの異なる配列パターンにより配列されることが可能で
ある。一つの例として、互いに異なる色彩を持つ複数の画素は、周知のＢａｙｅｒカラー
・フィルター配列を使用して配列することができる。Ｂａｙｅｒカラー・フィルター配列
は、Ｂａｙｅｒにより発明され、「カラー画像化配列」と題され、本願と同一の出願人に
譲渡された米国特許第３，９７１，０６５号に記載されている。そして、上記米国特許の
開示内容は、参照により本明細書中に組み込まれる。第２の例として、異なる色彩を持つ
複数の画素は、以下の米国出願公開公報に記載されている方法により配列することもでき
る。この米国出願公開公報とは、ＣｏｍｐｔｏｎとＨａｍｉｌｔｏｎにより発明され、20
07年７月28日付けで出願され，「改善された光感度を有する画像センサ」と題され、本願
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と同一の出願人に権利譲渡された米国出願公開公報２００５／１９１７２９号である。そ
して、上記米国出願公開公報の開示内容は、参照により本明細書中に組み込まれる。これ
らの例は、本発明の範囲を限定するものではなく、他に多くのカラー配列パターンを使用
することも可能である。
【００２７】
　画像センサ１４、タイミング生成器１２、ＡＳＰおよびＡ／Ｄ変換回路は、別々に形成
された複数の集積回路であり得る。または、ＣＭＯＳ画像センサに関して通常行われてい
るように、上記複数の回路要素は、単一の集積回路上に形成されることも可能である。本
発明の幾つかの実施形態においては、この単一の集積回路は、図１に示すような他の幾つ
かの機能を実行することができ、当該機能は、プロセッサ２０によって提供される機能の
幾つかを含む。
【００２８】
　画像センサ１４は、以下の目的のために、タイミング生成器１２によって第１の動作モ
ードで起動された場合に、有効に機能する。その目的とは、低解像度のセンサ画像データ
の動きに関する一連の時系列を提供することである。上記低解像度のセンサ画像データは
、ビデオ画像をキャプチャする場合、更には、画像の生成のために、撮影される画像をプ
レビューする場合に使用される。このプレビュー・モードでのセンサ画像データは、例え
ば１２８０×７２０画素のＨＤ解像度、あるいは、例えば６４０×４８０画素のＶＧＡ解
像度の画像データとして提供されることが可能である。また、このプレビュー・モードで
のセンサ画像データに関しては、上記画像センサの解像度と比較して、画面全体の中の有
意な割合の列と行を有する他の解像度が使用されることも可能である。
【００２９】
　上記プレビュー・モードのセンサ画像データは、以下のようにして提供されることが可
能である。すなわち、同一の色彩を持つ互いに隣接する複数の画素の値を混合する、複数
の画素値の一部を消去する、または幾つかのカラー画素の値同士を混合すると同時に他の
幾つかのカラー画素の値を消去する等である。上記プレビュー・モードのセンサ画像デー
タは、以下の米国特許に記載された方法により、処理されることが可能である。その米国
特許とは、Ｐａｒｕｌｓｋｉらによって発明され、「動画像をプレビューしながら、静止
画像の撮影を開始するための電子カメラ」と題され、本願と同一の出願人に譲渡された米
国特許第６，２９２，２１８号である。上記米国特許の開示内容は、参照により本明細書
中に組み込まれる。
【００３０】
　画像センサ１４は、高解像度の静止画像データを提供するために、タイミング生成器１
２によって第２の動作モードで起動された場合に有効に機能する。この最終的な動作モー
ドにおけるセンサ画像データは、高解像度の出力画像データとして提供される。当該出力
画像データは、照明の度合いが高い撮影シーンの撮影に関して、画像センサの全ての画素
を含んでおり、例えば、４０００×３０００画素を有する１２メガピクセルの最終的な画
像データであり得る。撮影シーンの照明の度合いが低い場合、上記最終的な画像データは
、画像センサ上で類似の色彩を持つ幾つかの画素をビニング処理することにより、提供さ
れ得る。これは、画像信号のレベルを高め、その結果、画像センサのＩＳＯ速度を高める
ためである。
【００３１】
　ズームおよびフォーカス動作のモータ駆動機構８は、プロセッサ２０から供給される制
御信号により制御される。これは、適切な焦点距離の設定を提供し、撮影シーンを画像セ
ンサ１４上に合焦させる（焦点を合わせる）ためである。画像センサ１４の露光の度合い
は、以下を制御することによって制御される。すなわち、調節可能な絞りおよび調節可能
なシャッター６のｆ定数と露光時間を制御し、タイミング生成器１２を介して画像センサ
１４の露光期間を制御し、ＡＳＰおよびＡ／Ｄ変換回路１６の利得（すなわち、ＩＳＯ速
度）の設定を制御する。また、プロセッサ２０は、撮影シーンを照明することができるフ
ラッシュ２をも制御する。
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【００３２】
　デジタル・カメラ１０のレンズ部４は、第１の動作モードにおいて、「レンズを通した
自動フォーカス」操作を使用して、焦点を合わせることが可能である。このような「レン
ズを通した自動フォーカス」操作は、Ｐａｒｕｌｓｋｉによって発明され、「プログレッ
シブ走査方式の画像センサの上での画像の素早い自動フォーカス動作を備える電子カメラ
」と題され、本願と同一の出願人に譲渡された米国特許第５，６６８，５９７号に記載さ
れている。上記米国特許の開示内容は、参照により本明細書中に組み込まれる。このよう
な自動フォーカスは、以下のようにして達成される。まず、ズームおよびフォーカス動作
のモータ駆動機構８を使用して、近距離の焦点位置から無限遠の焦点位置までの間の範囲
内における複数の位置に対して、レンズ部４の焦点位置を調節する。それと同時並行して
、プロセッサ２０は、画像センサ１４によってキャプチャされた画像の中央部分に関して
、画像の鮮明度がピーク値となる最も近い焦点位置を判定する。上記ピーク値となる最も
近い焦点位置に対応する焦点距離は、以下のような幾つかの目的のために使用される。例
えば、適切なシーン・モードを自動的に設定することや、当該焦点距離を、レンズやカメ
ラに関する他の設定項目と共に、画像ファイルのメタ・データの中に格納すること等であ
る。
【００３３】
　撮影シーンに関する情報や視界環境を感知するために、光学的補助センサ４２を使用す
ることができる。例えば、補助センサ４２は、適切な露光の度合いを設定するために、撮
影シーンの照明の度合いを測定するための光センサであり得る。代替的に、補助センサ４
２は、画像表示ディスプレイ３２の上に画像が表示されている視界環境に関して特性抽出
するために使用される環境センサであることも可能である。当業者は、他の多様な種類の
補助センサ４２もまた使用可能であることを理解するだろう。
【００３４】
　プロセッサ２０は、メニューを生成し、さらに、ディスプレイ・メモリ３６内に一時的
に記憶された複数の低解像度のカラー画像を生成する。そして、生成されたこれらは、画
像表示ディスプレイ３２上に表示される。画像表示ディスプレイ３２は、典型的には、ア
クティブ・マトリックス型のカラー液晶ディスプレイ（ＬＣＤ）であるが、有機ＥＬディ
スプレイ（ＯＬＥＤ）のような他の種類のディスプレイが使用されることも可能である。
ビデオ・インターフェース４４は、デジタル・カメラ１０から、例えば、フラットパネル
ＨＤＴＶディスプレイのようなビデオ・ディスプレイ４６へと、ビデオ出力信号を供給す
る。プレビュー・モード、またはビデオ撮影モードにおいては、バッファ・メモリ１８か
らのデジタル画像データは、プロセッサ１０により処理され、ビデオ動画のプレビュー画
像から成る一連の時系列を形成する。このような一連のビデオ動画のプレビュー画像は、
画像表示ディスプレイ３２の上に、典型的にはカラー映像として、画面表示される。レビ
ュー・モードにおいては、画像表示ディスプレイ３２の上で画面表示される画像は、画像
メモリ３０内に記憶されているデジタル画像ファイルからの画像データを使用して生成さ
れる。
【００３５】
　カラーＬＣＤの画像表示ディスプレイ３２の上に表示されるグラフィカル・ユーザ・イ
ンターフェースは、ユーザ制御入力部３４により供給されるユーザ入力に応じて、制御さ
れる。ユーザ制御入力部３４は、ビデオ撮影モード、静止画撮影モードおよびレビュー・
モードなどの様々なカメラ動作モードを選択し、および、静止画像のキャプチャ動作やビ
デオ動画のレコーディング動作を開始するために使用される。本発明の幾つかの実施形態
においては、ユーザがシャッター・ボタン（例えば、図４に示す画像撮影ボタン２４０）
を途中まで押し下げた時に、上述した第１の動作モード（すなわち、静止画のプレビュー
・モード）が開始される。ここで、シャッター・ボタンは、ユーザ制御入力部３４の一部
である。続いて、ユーザがシャッター・ボタンを完全に下まで押し下げた時に、第２の動
作モード（すなわち、静止画撮影モード）が起動される。また、ユーザ制御入力部３４は
、カメラの電源をオンにし、レンズ部４を制御し、および写真撮影の一連の動作過程を起
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動することにも使用される。ユーザ制御入力部３４は、典型的には、幾つかのボタン、ロ
ック操作用のスイッチ、ジョイ・スティックまたは回転式ダイアルの組み合わせを含む。
本発明の幾つかの実施形態においては、ユーザ制御入力部３４の一部は、画像表示ディス
プレイ３２の上でのタッチ・スクリーン機能を有するオーバーレイ表示を使用して提供さ
れる。本発明の他の実施形態においては、更なる追加の状態表示ディスプレイや画像表示
ディスプレイが使用されることが可能である。
【００３６】
　ユーザ制御入力部３４を使用して選択することができるカメラの動作モードには、以下
において図４を使用して詳細に説明する「自分撮り撮影モード」、および「タイマー・モ
ード」が含まれる。「タイマー・モード」が選択された際、ユーザがシャッター・ボタン
を完全に下まで押し下げた後において、プロセッサ２０が静止画像の撮影を開始するまで
の間に短い遅延（例えば、１０秒程度）が入る。
【００３７】
　以下において図４に関連して詳細に説明するように、自分撮りの画像が撮影される際に
、デジタル・カメラ１０の上の一つ以上のシグナル光源２５は、ユーザに対して視覚的な
フィードバックを供給するために使用される。
【００３８】
　プロセッサ２０に接続された音声コーデック２２は、マイクロフォン２４から音声信号
を受け取り、スピーカ２６に音声信号を供給する。これらの構成要素は、ビデオ動画の時
系列または静止画像と一緒に音声トラックをレコーディングし、および再生する構成要素
とすることが可能である。デジタル・カメラ１０が、複合機能カメラや携帯電話のように
多機能デバイスである場合、マイクロフォン２４とスピーカ２６は電話による通話のため
に使用され得る。
【００３９】
　本発明の幾つかの実施形態においては、スピーカ２６は、以下のような目的のために、
ユーザ・インターフェースの一部として使用されることも可能である。このような目的の
一つとしては、ユーザ制御入力部が押下された、特定の動作モードが選択された等の事象
を報知する様々な音声シグナリング機能を提供することがある。また、別の目的として、
「自分撮り画像」が撮影されている最中に、ユーザにフィードバックを提供すること等が
ある。本発明の幾つかの実施形態においては、マイクロフォン２４、音声コーデック２２
およびプロセッサ２０は、音声認識機能を提供するために使用されることが可能である。
これは、ユーザが、ユーザ制御入力部３４を使用するよりもむしろ、音声コマンドを使用
して、プロセッサ２０にユーザ入力を供給することができるようにするためである。また
、スピーカ２６は、ユーザに電話呼の着信を知らせるために使用されることも可能である
。このような機能は、ファームウェア・メモリ２８内に記憶された標準的な呼び鈴トーン
、または、無線網５８からダウンロードされ、画像メモリ３０内に記憶されるカスタム呼
び鈴トーンを使用して達成される。加えて、バイブレーション装置（図示せず）は、音を
出さずに電話呼の着信を通知する手段を提供するために、使用され得る。
【００４０】
　プロセッサ２０は、画像センサ１４からの画像データに対する更なる追加の処理もまた
提供する。この追加の処理は、画像メモリ３０内の最終処理された画像ファイルの内部に
圧縮されて格納されたＲＧＢ形式画像のレンダリングされたデータを生成するために実行
される。上記最終処理された画像ファイルの例としては、当該技術分野において周知であ
る「Ｅｘｉｆ－ＪＰＥＧ」形式の画像ファイルなどがある。
【００４１】
　デジタル・カメラ１０は、有線インターフェース３８を介して充電器兼用の接続インタ
ーフェース４８に接続され、これは更に、コンピュータ４０に接続される。コンピュータ
４０は、一般家庭や職場に置かれているデスクトップ型コンピュータやポータブル型コン
ピュータ等である。有線インターフェース３８は、例えば、当該技術分野において周知で
あるＵＳＢ２．０インターフェース規格などに準拠することができる。充電器兼用の接続
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インターフェース４８は、デジタル・カメラ１０内の複数の再充電可能バッテリー（図示
せず）の組に、有線インターフェース３８を介して電力を供給する。
【００４２】
　デジタル・カメラ１０は、無線周波数帯域５２を介して無線網５８とインターフェース
をとる無線モデム５０を含むことができる。無線モデム５０は、当該技術分野において周
知の様々な無線インターフェース・プロトコルを使用することができる。このようなプロ
トコルの例として、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ無線インターフェース、またはＩＥＥＥ８０２．
１１無線インターフェースなどがある。コンピュータ４０は、インターネット７０を介し
て、例えば、Ｋｏｄａｋ社のＥａｓｙＳｈａｒｅ　Ｇａｌｌｅｒｙのような写真情報サー
ビス・プロバイダ７２に写真をアップロードすることができる。そして、他のデバイス（
図示せず）は、写真情報サービス・プロバイダ７２によって保存されている画像にアクセ
スすることができる。
【００４３】
　本発明に係る代替的な実施形態においては、無線モデム５０は、無線周波数回線を介し
て、ＧＳＭ網のような携帯電話網と通信する。携帯電話網は、デジタル・カメラ１０から
、デジタル画像ファイルをアップロードするために、インターネット７０と接続する。こ
れらのデジタル画像ファイルは、コンピュータ４０、または写真情報サービス・プロバイ
ダ７２に提供することが可能である。
【００４４】
　図２は、デジタル・カメラ１０内のプロセッサ２０（図１）によって実行される画像処
理の一連の処理動作を図示するフロー図である。この一連の処理動作は、ＡＳＰおよびＡ
／Ｄ変換回路１６によって出力された画像センサ１４からのカラー・センサ・データ１０
０を処理するための処理動作である。本発明の幾つかの実施形態においては、特定のデジ
タル画像に関するカラー・センサ・データ１００を処理するためにプロセッサ２０によっ
て使用される処理パラメータは、様々なユーザ設定内容によって決定される。このような
ユーザ設定内容は、画像表示ディスプレイ３２の上に表示されるメニューに応じて、ユー
ザ制御入力部３４を介して選択されることが可能である。
【００４５】
　ＡＳＰおよびＡ／Ｄ変換回路１６によってデジタル信号に変換済みのカラー・センサ・
データ１００は、画像センサ１４からのノイズを低減するためにセンサ・ノイズ低減ステ
ップ１０５によって処理される。本発明の幾つかの実施形態においては、この処理は、以
下の米国特許に記載された方法を使用して実行することができる。その米国特許とは、Ｇ
ｉｎｄｅｌｅらによって発明され、「可変ノイズ除去カーネルを使用して、パターンがま
ばらに分布するカラー・デジタル画像をノイズ除去し、補間する方法」と題され、本願と
同一の出願人に譲渡された米国特許第６，９３４，０５６号である。そして、上記米国特
許の開示内容は参照により本明細書中に組み込まれる。より高いＩＳＯ露光インデックス
設定において、より多くのフィルタリング処理が実行されるようにするために、ノイズ低
減のレベルは、ＩＳＯ設定内容に応じて調節されることが可能である。
【００４６】
　続いて、各画素位置毎に赤、緑および青（ＲＧＢ）の画像データ値を提供するために、
カラー画像データは画像逆モザイキング処理ステップ１１５により処理される。画像逆モ
ザイキング処理ステップ１１５を実行するためのアルゴリズムは、一般に、「色彩フィル
ター配列（CFA:　Color　Filter　Array）補間アルゴリズム」または「逆Ｂａｙｅｒ処理
アルゴリズム」として周知である。本発明の一実施形態においては、画像逆モザイキング
処理ステップ１１５は、以下の米国特許に記載されている照度ＣＦＡ補間法を使用するこ
とができる。その米国特許とは、Ａｄａｍｓらによって発明され、「単一のセンサを有す
るカラー電子カメラにおける適応的色彩平面補間」と題され、本願と同一の出願人に譲渡
された米国特許第５，６５２，６２１号である。そして、上記米国特許の開示内容は参照
により本明細書中に組み込まれる。また、画像逆モザイキング処理ステップ１１５は、以
下の米国特許に記載されているクロミナンスＣＦＡ補間法を使用することができる。その
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間されたクロミナンス値を生成するための信号処理方法および装置」と題され、本願と同
一の出願人に譲渡された米国特許第４，６４２，６７８号である。そして、上記米国特許
の開示内容は参照により本明細書中に組み込まれる。
【００４７】
　本発明の幾つかの実施形態においては、デジタル・カメラ１０が、より小さいサイズの
画像を生成することができるように、異なる解像度を有する複数のモードをユーザが選択
することが可能である。多重のピクセル解像度は、Ｐａｒｕｌｓｋｉらによって発明され
、「ユーザが選択可能な画像記録サイズを備え、単一センサを有するカラー・カメラ」と
題され、本願と同一の出願人に譲渡された米国特許第５，４９３，３３５号に記載された
方法により、実現され得る。そして、上記米国特許の開示内容は参照により本明細書中に
組み込まれる。本発明の幾つかの実施形態においては、解像度モードの設定１２０は、フ
ルサイズ（例：３００×２０００画素）、中間サイズ（例：１５００×１０００画素）お
よび最小サイズ（例：７５０×５００画素）の３段階となるように、ユーザによって選択
され得る。
【００４８】
　カラー画像データは、色彩補正ステップ１２５において、色彩補正される。本発明の幾
つかの実施形態においては、色彩補正の処理は、以下の米国特許に記載されている３×３
の線形空間色彩補正行列を使用して実現される。その米国特許とは、Ｐａｒｕｌｓｋｉら
によって発明され、「電子カメラからのハードコピー画像の色彩表現を改善するための方
法および装置」と題され、本願と同一の出願人に譲渡された米国特許第５，１８９，５１
１号である。そして、上記米国特許の開示内容は参照により本明細書中に組み込まれる。
本発明の幾つかの実施形態においては、ユーザが選択可能な複数の異なる色彩モードは、
デジタル・カメラ１０のファームウェア・メモリ２８内に、色彩行列に関する複数の異な
る係数を格納することにより、実現することが可能である。例えば、色彩モードの設定１
３０が、以下の複数の色彩補正行列の中から一つを選択するのに使われるように、４種類
の異なる色彩モードが提供され得る。
【００４９】
　設定１（通常の色彩の再現）
【００５０】
【数１】

　設定２（彩度を上げた色彩の再現）
【００５１】
【数２】

　設定３（彩度を下げた色彩の再現）
【００５２】
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【数３】

設定４（白黒の色設定）
【００５３】

【数４】

　本発明の他の実施形態においては、色彩補正ステップ１２５を実行するために、３次元
の検索テーブルを使用することも可能である。
【００５４】
　更に、カラー画像データは、色調スケーリング補正ステップ１３５によって処理される
ことも可能である。本発明の幾つかの実施形態においては、色調スケーリング補正ステッ
プ１３５は、上記において引用した米国特許第５，１８９，５１１号において記載される
１次元の検索テーブルを使用して実行することが可能である。本発明の幾つかの実施形態
においては、デジタル・カメラ１０のファームウェア・メモリ２８内に、複数の色調スケ
ーリング補正検索テーブルが格納されている。これらは、“通常の”色調スケーリング補
正曲線、“高コントラストの”色調スケーリング補正曲線および“低コントラストの”色
調スケーリング補正曲線をそれぞれ提供するための複数の検索テーブルを含むことができ
る。色調スケーリング補正ステップ１３５を実行する際、ユーザが選択したコントラスト
設定１４０は、複数の色調スケーリング補正検索テーブルの中のどれを使用するかを、プ
ロセッサ２０が決定するために使用される。
【００５５】
　更に、カラー画像データは、顔の検出／認識ステップ１８５により処理される。本発明
の幾つかの実施形態においては、顔検出は、以下の米国特許に記載された方法により、実
現することができる。その米国特許とは、Ｒａｙらによって発明され、「顔検出のための
カメラおよび方法」と題され、本願と同一の出願人に譲渡された米国特許第７，５８３，
２９４号である。そして、上記米国特許の開示内容は参照により本明細書中に組み込まれ
る。この米国特許は、以下で述べる第１と第２のアルゴリズムを使用し、画像データから
、顔の存在を判定する方法を教示している。第１のアルゴリズムは、パターン・マッチン
グ技法を使用して複数の顔の候補を決定することにより、画像データを事前スクリーニン
グ処理するアルゴリズムである。パターン・マッチング技法は、色彩と形状の情報に基づ
いて、顔を含んでいる可能性が高い画像内のウィンドウ区画を識別する技法である。また
、第２のアルゴリズムは、第１のアルゴリズムによって判定された顔の複数の候補を処理
し、事後確率関数の分類機構を使用して、顔の存在を判定するアルゴリズムである。顔の
検出／認識ステップ１８５の出力は、検出されたいずれか一つ以上の顔の位置を識別する
メタ・データを含むことができる。
【００５６】
　本発明の幾つかの実施形態においては、顔の検出／認識ステップ１８５は、以下の米国
特許において記載されているように、画像内の具体的に指定された顔を認識することも可
能である。その米国特許とは、Ｒａｙによって発明され、「コンテンツ認識に基づいて画
像の集合から一の強調画像を選択するための方法」と題され、本願と同一の出願人に譲渡
された米国特許第７，６６０，４４５号である。そして、上記米国特許の開示内容は参照
により本明細書中に組み込まれる。例えば、デジタル・カメラ１０内のユーザの顔を認識
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するために、顔認識処理ステップ１７５を使用することが可能である。顔認識処理ステッ
プ１７５の出力は、検出された具体的な顔に関する名前や他の識別子を識別するメタ・デ
ータを含むことができる。
【００５７】
　更に、カラー画像データは、画像鮮明化処理ステップ１４５によっても処理される。こ
の処理ステップは、以下の米国特許に記載された方法により実現される。その米国特許と
は、Ｈａｍｉｌｔｏｎによって発明され、「エッジを強調するように色付けがされたデジ
タル画像」と題され、本願と同一の出願人に譲渡された米国特許第６，１９２，１６２号
である。そして、上記米国特許の開示内容は参照により本明細書中に組み込まれる。本発
明の幾つかの実施形態においては、ユーザは、“通常の鮮明度”設定、“高い鮮明度”設
定および“低い鮮明度”設定を含む様々な鮮明度の設定を選択することができる。この例
においては、プロセッサ２０は、エッジ強調のための３つの異なる乗数値の中の一つを使
用する。例えば、デジタル・カメラ１０のユーザによる鮮明度の設定１５０に応じて、“
高い鮮明度”設定に関しては値２．０を使用し、“通常の鮮明度”設定に関しては値１．
０を使用し、“低い鮮明度”設定に関しては値０．５を使用することができる。
【００５８】
　更に、カラー画像データは、画像圧縮処理ステップ１５５によっても処理される。本発
明の幾つかの実施形態においては、画像圧縮所ステップ１５５は、以下の米国特許に記載
された方法により実現される。その米国特許とは、Ｄａｌｙらによって発明され、「適応
型ブロック変換画像符号化の方法と装置」と題され、本願と同一の出願人に譲渡された米
国特許第４，７７４，５７４号である。そして、上記米国特許の開示内容は参照により本
明細書中に組み込まれる。本発明の幾つかの実施形態においては、ユーザは、様々な画像
圧縮設定を選択することができる。これは、デジタル・カメラ１０のファームウェア・メ
モリ２８内に複数の量子化テーブル（例えば、３種類の量子化テーブル）を格納すること
によって実装することができる。これらの量子化テーブルは、デジタル・カメラ１０の画
像メモリ３０内に記憶される圧縮されたデジタル画像ファイル１８０に関して、複数の異
なる量子化レベルと平均ファイル・サイズを提供する。プロセッサ２０は、ユーザが選択
した画像圧縮モード設定１６０を使用することが可能であり、当該モード設定１６０は、
特定の画像に対する画像圧縮処理ステップ１５５に関して使用される特定の量子化テーブ
ルを選択するために使用される。
【００５９】
　圧縮されたカラー画像データは、ファイル・フォーマット処理ステップ１６５を使用し
てデジタル画像ファイル中に格納される。画像ファイルは、様々なメタ・データ１７０を
含むことができる。メタ・データ１７０は、デジタル画像に関係する任意のタイプの情報
であり、例えば、画像を撮影したカメラのモデル、画像のサイズ、画像を撮影した時刻と
日付、およびカメラの様々な設定内容を含む。カメラの様々な設定内容としては、例えば
、レンズの焦点距離、レンズの露光時間とｆ定数、およびカメラのフラッシュが焚かれる
か否か等が含まれる。本発明の好適な実施形態においては、このメタ・データ１７０の全
ては、当該技術分野において周知であるＥｘｉｆ－ＪＰＥＧ静止画像ファイル形式の内部
に、標準化されたタグを使用して埋め込まれる。
【００６０】
　本発明を、ここで、図３を参照しながら説明する。デジタル・カメラ１０の一般的な使
用態様の中の一つは、撮影者２１０が、自分撮りの画像を撮影することに関する。この撮
影は、撮影者２１０が腕を目一杯に伸ばした位置でデジタル・カメラ１０を保持し、カメ
ラが撮影者自身に向くように後向きに配置を定めることにより、撮影者自身を被写体に含
めるようにする撮影である。自分撮り撮影の画像は、被写体として一人だけ（すなわち、
撮影者自身だけ）を含んでいてもよい。代替的に、自分撮り撮影の画像は、撮影者と一緒
に写る追加の一人以上の人物２２０を任意的に含んでいてもよい。
【００６１】
　本発明によれば、撮影者２１０が写真の構図を調節するのと同時並行して、デジタル・
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カメラ１０内の画像センサ１４（図１）は、デジタル・カメラ１０のレンズ部４により、
画像センサ上に結像される光景をセンシングする。デジタル・カメラ内のプロセッサは、
画像センサの出力を処理し、デジタル・カメラ１０の視野内の一つ以上の顔の存在を検出
するための顔検出処理動作を実行する。プロセッサが、視野内に少なくとも一つ以上の顔
の存在を検出した場合、撮影者２１０にフィードバックが供給される。それに続いて、撮
影者２１０は、デジタル・カメラ１０のために提供されるユーザ制御入力部３４を使用し
て、デジタル画像の撮影を開始することができる。
【００６２】
　図４は、本発明に係るデジタル・カメラ１０の更なる詳細構造を示す機能ブロック図で
ある。レンズ部４は、デジタル・センサ（図示せず）の上に撮影シーンを結像するために
提供される。撮影者２１０は、ユーザ制御入力部３４（図１）の一つ（例えば、画像撮影
ボタン２４０）を使用して、デジタル画像の撮影を開始する。撮影者２１０に視覚または
音声のいずれかによるフィードバックを提供するために、様々なフィードバック機構が使
用され得る。例えば、一つ以上のシグナル光源２５を使用して、視覚的なフィードバック
を提供することができ、スピーカ２６を使用して、音声によるフィードバックを提供する
ことができる。更に、デジタル・カメラ１０は、当業者にとって既知である他の機能特性
を使用してフィードバックを提供することもできる。そのような他の機能特性の例として
、フラッシュ２から光を発する、デジタル・カメラ１０の前面の状態表示ディスプレイ（
図示せず）上にテキスト・メッセージやアイコンを表示する、または、振動子（図示せず
）を使用して、デジタル・カメラ１０の一部分に触覚により感知できる振動を起こさせる
などによる機能特性が含まれる。振動子のような部品を他の目的のために既に装備してい
る携帯電話機や他のデバイスにおいては、振動子は、デバイスの製造コストを低減すると
いう利点を有する。画像が撮影される際には、撮影された画像に対して振動による「ぼや
け効果」が加わるのを回避するために、振動は中断される。
【００６３】
　任意的に、画像撮影ボタン２４０とは別の他の形態のユーザ制御入力部が、画像の撮影
を開始するために、提供されることも可能である。例えば、マイクロフォン２４を使用し
た遠隔操作または音声駆動機構が画像撮影事象を開始するために使用されることも可能で
ある。代替的に、カメラ１０が自分撮り撮影の撮影モードにある場合に、画像撮影ボタン
２４０以外の既存のボタン類（図示せず）をシャッター・ボタンとして機能させるように
再利用することも可能である。あるいは、デジタル・カメラ１０の上に第２の画像撮影ボ
タン（図示せず）を設け、当該ボタンを自分撮り撮影の際に使用するようにする。このボ
タンは、デジタル・カメラ１０が図３に示すように保持されている場合に、撮影者２１０
によってより簡単に操作できるユーザ制御入力部を提供するために設けられるボタンであ
る。本発明の幾つかの実施形態においては、ユーザが画像撮影事象を起動した時点と、デ
ジタル画像が実際に撮影される時点との間に、時間遅延が提供される。この遅延は、カメ
ラの手ブレ振動を低減したり、撮影者が身構えるための時間を与えるために提供される。
【００６４】
　本発明に従って、撮影者に視覚または音声によるフィードバックを提供する動作ステッ
プのフロー図が図５に示される。デジタル・カメラ１０が、図１を参照して上述した第１
の動作モードにおいて動作している間、撮影画像プレビュー動作ステップ３００は、画像
センサ１４（図１）を使用してレンズ部４（図１および図４）の視野内に写る光景のプレ
ビュー画像３０２をキャプチャするのに使用される。プロセッサ２０は、顔判定動作ステ
ップ３０５を使用してプレビュー画像３０２を処理するのに使用される。本発明の好適な
実施形態にいては、顔判定動作ステップ３０５は、レンズ部４の視野内に撮影者の顔が含
まれているか否かを判定する。この判定は、レンズ部４の視野内に写る複数の任意の顔の
個数と位置を判定することによって、実行される。本発明の幾つかの実施形態においては
、この判定動作は、プレビュー画像３０２の中に、少なくとも一つの適切な大きさの顔が
含まれているか否かを検出することによって実現することができる。この検出動作には、
例えば、図２に関して上記のとおりに説明した顔の検出／認識ステップ１８５のような顔
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検出方法が使用される。本発明の他の実施形態においては、上記した判定動作は、検出さ
れた顔が撮影者２１０の顔と一致するか否かを判定する動作を更に追加的に実行すること
により実現され得る。このような追加的な処理動作のために、例えば、図２に関して上記
のとおりに説明した顔の検出／認識ステップ１８５のような顔認識方法が使用される。更
に、顔判定動作ステップ３０５は、レンズ部４の視野内に適切な大きさの複数の顔が映っ
ているか否かについても判定することができる。更に、顔判定動作ステップ３０５は、顔
の重要な部分（例えば、撮影者と一緒に写る追加の人物２２０の頭の上部）が、レンズ部
４の視野内からはみ出しているような人物が一人もいないように、検出された複数の顔の
配置がされているか否かについても判定することができる。
【００６５】
　判定結果フィードバック動作ステップ３１０は、顔判定動作ステップ３０５によって一
つ以上の顔が検出されたか否かに応じてユーザに適切なフィードバック３１５を行う旨を
決定するのに使用される。任意的に、判定結果フィードバック動作ステップ３１０により
与えられるユーザへのフィードバック３１５は、カメラの動作モード３２０、または顔ま
での距離３２５に応じたものとすることもまた可能である。カメラの動作モード３２０は
、図１を参照しながら上述したとおり、ユーザ制御入力部３４を使用して撮影者により選
択されることが可能である。顔までの距離３２５は、レンズの焦点距離とすることが可能
であり、この焦点距離は、図１を参照しながら上述した「レンズを通した」自動フォーカ
ス方式を使用して与えられる。これ以外にも、当該技術分野において周知な他の多くの自
動フォーカス機構が存在する。例えば、上記「レンズを通した」自動フォーカス方式の代
わりに、本発明に従って使用されることが可能な相関型自動フォーカス方式などがある。
代替的に、顔までの距離３２５は、画像フレームの全体サイズとレンズ部４の焦点距離の
両者と比較した場合の検出された顔のサイズと両眼の間隔の長さから推定することも可能
である。
【００６６】
　図６は、本発明の一実施形態に従い、判定結果フィードバック動作ステップ３１０に関
する更なる追加的な詳細動作を示すフロー図である。顔判定動作ステップ３０５は、デジ
タル・カメラの視野内に少なくとも一つ以上の顔が存在するか否かの表示を与える。顔存
在テスト動作４００は、顔判定動作ステップ３０５の出力を評価する。顔が全く存在しな
い場合、ユーザに対してユーザ・フィードバック３１５は全く与えられない。本発明の代
替的な実施形態においては、フィードバックが全く与えられないようにするよりもむしろ
、否定的なユーザ・フィードバックがユーザに与えられる。
【００６７】
　少なくとも一つ以上の顔が存在すると顔存在テスト動作４００が判定した場合、自分撮
り撮影モードのテスト動作４０５が使用される。この動作４０５は、デジタル・カメラ１
０のカメラ動作モード３２０が、デジタル画像中の顔の存否に関してユーザ・フィードバ
ック３１５を所望するモードであるかを判定するための動作である。カメラ動作モード３
２０が、自分撮り撮影モードではない場合、ユーザ・フィードバック３１５は全く与えら
れない（図６の４１５）。本発明の一実施形態においては、カメラ動作モード３２０が、
図１を参照しながら上述した特別の自分撮り撮影モードである場合だけ、ユーザ・フィー
ドバック３１５が与えられる。本発明の幾つかの実施形態においては、自分撮り撮影モー
ドのテスト動作４０５は全く使用されず、ユーザ・フィードバック３１５は、カメラ動作
モード３２０とは無関係に与えられる。
【００６８】
　距離範囲内テスト動作４１０は、顔までの距離３２５が、顔までの距離の指定された数
値範囲内にあるか否かを判定する。ユーザが腕を目一杯伸ばした長さにカメラを保持する
ことができる距離を上限として、顔までの距離の数値範囲には一定の限りがある。例示の
目的のために、上限となる距離は１メートル以下であると仮定する。顔までの距離が１メ
ートル以下であるとカメラが検出した場合、ユーザはカメラを腕の長さで保持していると
仮定することができる。デジタル・カメラが接写撮影のために使用されている場合におい
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ては、この様な仮定をすることは誤りである。接写撮影の動作モードをサポートしている
デジタル・カメラに関しては、顔までの距離の指定された数値範囲は、顔までの距離の下
限値を更に含むことができ、このような下限値を例えば０．３メートルとしてもよい。顔
までの距離３２５が、顔までの距離の指定された数値範囲内にない場合、ユーザ・フィー
ドバック３１５はユーザに全く与えられない（図６の４１５）。そうでなければ、肯定的
なユーザ・フィードバックが与えられ（図６の４２０）、デジタル・カメラの視野内に少
なくとも一つ以上の顔が存在することが示される。
【００６９】
　本発明の代替的な実施形態においては、顔までの距離３２５が、顔までの距離の指定さ
れた数値範囲内にあると検出された場合、デジタル・カメラのカメラ動作モード３２０は
、自分撮り撮影モードに自動的に切り替わる。これは、ユーザがユーザ・インターフェー
スを使用して自分撮り撮影モードを明示的に選択することの必要性を取り除く。本発明の
一の変形実施例においては、ユーザは、ユーザ・インターフェースを使用して、自分撮り
撮影モードが手動で選択されるか、自動で選択されるかを指示することができる。
【００７０】
　更に、判定結果フィードバック動作ステップ３１０には、本発明による他の種類のテス
トをも組み込むことができる。例えば、カメラの視野の広さとの相対関係で見た場合の検
出された顔の大きさと、顔の大きさの指定された数値範囲とを比較するようなテスト動作
を追加することが可能である。上記指定された数値範囲とは、カメラを腕の長さに保持し
ている撮影者により撮影される自分撮り画像に関して予想される顔の大きさの数値範囲で
ある。このテスト動作は、デジタル・カメラが、撮影者の背後にいる他者ではなく、撮影
者自身を被写体として捉えていることを確認するために有益である。加えて、検出された
顔の一部がレンズ部４の視野からはみ出しており、デジタル・カメラ１０によって撮影さ
れる際に、はみ出した部分が切り取られるか否かに基づいて、複数の異なるタイプのフィ
ードバックが与えられることが可能である。このフィードバック機能は、撮影者２１０が
デジタル・カメラ１０の位置を調節するのを手引きすることに使用することができる。そ
の目的は、顔が位置すべき好適な領域内にユーザが配置されていることを保証することに
よって、顔の一部が切り取られるこの事象を軽減もしくは除去するためである。例えば、
「カメラを上に傾けて下さい」とか「カメラを左に傾けて下さい」等の音声による示唆を
ユーザに与えることができる。これらの音声による示唆は、以下で説明するように、光の
点滅を提示することにより実現することもできる。また、これら音声による示唆は、デジ
タル・カメラ１０の前面に設けた状態表示ディスプレイまたは画像表示ディスプレイ（図
示せず）の上のテキスト表示やアイコン表示を使用することにより実現することもできる
。
【００７１】
　自分撮り撮影のカメラ動作モードにおけて使用するのに適合した、様々なカメラ設定が
存在する。例えば、撮影時に大きな被写界深度を実現するために、実際上最も小さい絞り
量というものがあるであろう。何故ならば、ユーザはしばしば、自分が特定の場所に居た
ことの記録として、自分の背後にある背景の写真画像を撮影するために自分撮りのカメラ
動作モードを使用するであろうからである。この場合、被写体と背景部分の両者は動かず
に固定されているであろうから、狭く絞った絞りと、それに伴う通常より長いキャプチャ
時間は、殆どの場合、適切である可能性がある。しかしながら、長い露光時間は、ユーザ
がカメラを動かさずに安定的に保持する能力との間で均衡をとるようにしなくてはならな
い。もしも、カメラに動きを感知する機能が備わっているならば、カメラが全く動いてい
ないか、殆ど動いていないとされる期間が継続した場合に、キャプチャ時間を自動的に調
節することができる。上記した「動きを感知する機能」としては、加速度センサ、または
、事前にキャプチャされたビデオ動画像から動きを解析する等、動きを感知する他の何ら
かの機能などがある。加えて、カメラにそのような機能が備わっているならば、ユーザの
顔に映る光が、撮影シーンの顔以外の部分からの光との間で不均衡とならないように、フ
ラッシュ照明を制御することができる。
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【００７２】
　自分撮り撮影のカメラ動作モードに関する他の種類のカメラ設定としては、デジタル・
カメラ１０が有するレンズ部４が固定焦点長のレンズではなく、ズーム・レンズである場
合における広角度撮影の設定がある。一般にユーザは、撮影場所の具体的な特徴と共に自
分撮り写真を撮影したいと望むものである。ユーザの顔は認識可能でなくてはならないが
、撮影範囲内の大部分を占めるべきではない。自分撮りのカメラ動作モードにおいては、
視野を最大とするために、レンズの倍率は一般には最小とされるべきである。
【００７３】
　本発明に従って、ユーザ・フィードバック３１５は、音声または視覚による合図を使用
して多種多様な方法で与えられることが可能である。デジタル・カメラ１０がビデオ動画
像の撮影モードにおいて使用される場合、音声による合図が一緒に録音されてしまわない
ように、一般には視覚的手段による合図を使用することが好適であろう。例えば、カメラ
の前面に設けられた発光ダイオード（ＬＥＤ）のようなシグナル光源２５が、眼に光を送
る、または光の点滅を生じさせることができる。シグナル光源２５のこのような動作は、
カメラが自分撮りのカメラ動作モードで動作している最中に、ユーザの顔との間に適切な
範囲内の距離をおいて、画像内にユーザの顔が検出されたことを示すために提供される。
【００７４】
　本発明に係る代替的な実施形態においては、フラッシュ２は、視覚によるフィードバッ
クを与えるために、パルス状に点滅させられることが可能である。この機能は、更なる追
加的なシグナル光源２５をカメラ上に設ける必要性を無くすことにより、カメラの製造コ
ストを低減するという有利な効果を有する。更に、本発明に従い、他の多くの視覚的な信
号表示手段を使用することもまた可能である。例えば、レンズが現在補足中の画像の低解
像度映像を表示するために、小さな画像表示ディスプレイを使用することも可能である。
しかしながら、デジタル・カメラに新たな画像表示ディスプレイを追加することに伴う、
製造コストの増大を理由として、このようなアプローチは望ましくない。
【００７５】
　このような視覚による表示手段は、画像内においてユーザの顔が単に検出された旨のみ
を表示する事とは別に、更なる追加の情報を提供する事にも使用することができる。例え
ば、シグナル光源２５の点滅の頻度は、画像内において顔が写っている位置に関する表示
を与えるために、調節することができる。一つ以上の顔が画像内において顔の好適な配置
区域中で検出される場合には、画像の端の部分で顔が検出される場合よりもシグナル光源
２５をより素早く点滅させることが可能である。このような機能は、カメラの視野が最適
な方向に向けられていることを、ユーザが確認することを可能にする。
【００７６】
　顔の好適な配置区域は、様々な構図ルールに従って定義することが可能である。例えば
、カメラの視野において顔が一つだけ検出された場合、視野の中心部から少しだけ外れた
位置に顔の配置を定めるのが一般的には望ましく、これは「３分の１ルール」として広く
周知である。このような構図は、撮影される画像中において、背景部分が適切に表現され
ることを可能にする。この様子は、図７に図示されている。この例では、デジタル画像内
における顔の好適な配置区域として２つの区域４６０が定義され、これは美学的に見て美
しい顔の配置に相当する。顔の好適な配置区域４６０のいずれか一方の中で顔４４０が検
出された場合、定義された構図ルールに従って、撮影者４５０は、背景部分４７０との相
対関係において、適切な位置に配置されていると考えられる。そしてその結果、中央部が
ユーザによって覆い隠されていない背景部分の外観を写し出すことができると考えられる
。複数の異なる撮影者は、構図ルールに関して、互いに異なる好みを有しているかも知れ
ない。例えば、一方の撮影者は、上記した「３分の１ルール」を使用して撮影された画像
を好むけれども、他方の撮影者は、画像の中央部に顔が配置された画像を好むかも知れな
い。本発明の一実施形態においては、撮影者が好みの構図ルールを選択することを可能に
するためのユーザ・インターフェースを提供することが可能である。
【００７７】
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　更に、画像内において検出された顔の数に応じて、異なる構図ルールを使用することも
また望ましい。例えば、撮影者が画像内に写っている唯一人の人物である場合、「３分の
１ルール」を使用することが望ましい。しかしながら、画像内において２つ以上の顔が検
出される場合、これらの顔を撮影領域内の中央部に配置することが好適であるかも知れな
い。本発明において、このような要因を考慮に入れるため、判定結果フィードバック動作
ステップ３１０（図５）は、顔判定動作ステップ３０５（図５）によって検出された顔の
個数に応じて、異なる構図ルールを選択することができる。
【００７８】
　シグナル光源２５の点滅頻度を変更することとは別に、他の手段を使用して、更なる追
加の情報を与えることもできる。例えば、光の点滅のデューティー・サイクル、シグナル
光源の光色、シグナル光源の光の輝度、あるいはこれらの組み合わせを使用することもで
きる。本発明の他の実施形態は、複数個のシグナル光源を使用することを伴う。例えば、
デジタル画像４３０内において顔を検出した場合に、第１のシグナル光源が点灯し、検出
された顔が、好適な顔配置区域４６０の中にある場合に、第２のシグナル光源が点灯する
ようにすることも可能である。
【００７９】
　ユーザ・フィードバック３１５は、構図を改善するために、撮影者が何をしなくてはな
らないかを表示するのに使用することもできる。例えば、図８に示すように、３個のシグ
ナル光源を横一列に並べて設けることが可能であり、これらは、左側のシグナル光源５０
０、中央のシグナル光源５１０および右側のシグナル光源５２０である。好適な顔配置区
域４６０（図７）の中に顔を検出した場合、中央のシグナル光源５１０を点灯させること
が可能である。しかし、顔が好適な顔配置区域４６０の外側において検出された場合、他
の２つのシグナル光源は、構図を補正するためにユーザがどの方向にカメラを動かすべき
であるかに関する表示を提供することができる。撮影者がカメラの向きを左側に修正する
必要がある場合、左側のシグナル光源５００を点灯させることが可能であり、撮影者がカ
メラの向きを右側に修正する必要がある場合、右側のシグナル光源５２０を点灯させるこ
とが可能である。本発明の他の実施形態においては、左側のシグナル光源５００と右側の
シグナル光源５２０とは、撮影者がカメラを方向修正する必要のある方位を指し示す矢印
の形状を有していてもよい。カメラが垂直方向に関して方向修正される必要があるか否か
に関する表示を撮影者に与えるような同様の手段もまた実現することができるだろう。
【００８０】
　更に、ユーザ・フィードバック３１５は、カメラの視野内において検出された顔の個数
の表示を提供するために使用することもできる。このような機能は、カメラが集合写真と
して適切な方向を向いていることを撮影者が検証することを可能にするために有益である
。例えば、図３に示す追加の人物２２０が一緒に写った写真を撮影者２１０が撮ろうと試
みるならば、上記機能は、両者の顔が共にカメラの視野内に収まっていることを検証する
のに有益である。本発明の一実施形態においては、検出された顔の個数に関する表示を提
供するために、図８で示す構成と同様に、複数のシグナル光源をカメラ上に設ける構成を
使用することができる。１個の顔が検出されるならば、単一のシグナル光源のみを点灯さ
せることが可能である。同様に、２個の顔が検出されたならば、２個のシグナル光源を点
灯させ、３個の顔が検出されたならば、３個のシグナル光源全てを点灯させることが可能
である。本発明に係る代替的な実施形態においては、英数字を表示可能な小さな状態表示
ディスプレイを設け、検出された顔の個数を示す数字を表示することが可能である。
【００８１】
　本発明に従い、音声によるユーザ・フィードバック機構の様々な形態もまた、使用する
ことが可能である。例えば、スピーカを使用して、ユーザに対して言葉による指示を与え
ることにより、音声によるフィードバックを提供することができる。このような機能は、
合成音声を使用したり、事前に録音された音声指示を再生したりすることにより、実現さ
れる。代替的に、デジタル画像中において一つ以上の顔を検出することに応じて、様々な
音色やサウンドを再生する等の非言語的な音声シグナルを提供することも可能である。
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【００８２】
　上述した視覚によるフィードバック機構のように、音声によるフィードバック機構もま
た、単に顔が検出されたか否かだけでなく、更なる追加の情報を提供するために使用され
ることが可能である。例えば、言葉による音声シグナルの発話内容は、ユーザに対して言
葉による指示を与えるために使用されることが可能である。例えば、言葉による指示は、
検出した顔を構図ルールに適合した位置に動かすために、カメラの向きをどの方向に修正
すれば良いかをユーザに告げることが可能である。同様に、言葉による指示は、カメラの
視野内に置いて検出された顔の個数を提示することも可能であろう。
【００８３】
　非言語的な音声シグナルが使用される場合、更なる追加の情報は、例えば、音声シグナ
ルの周波数、音量またはデューティー・サイクルのような属性を調節することによって伝
達されることが可能である。例えば、デジタル・カメラが向く方向を撮影者が調整してい
る最中に、ユーザによる調整操作が好ましい構図に近付きつつあるならば、音声フィード
バックの音量を上げる事が可能である。この状態で、カメラの向きが好ましい構図から離
れるように方向調整操作がされるまでの間、音声フィードバックの音量を一定の大きな音
量のまま維持することが可能である。代替的に、同様の音声フィードバックは、音声ピッ
チを上げたり下げたりする手段、または、単一の音色の周波数や持続期間を上げたり下げ
たりする手段によって、実現されても良い。検出された顔の個数の表示を提供するために
、音声シグナルのパターンを使用することもまた可能である。例えば、２個の顔が検出さ
れた場合、２連続の断続音またはビープ音とそれに続く休止のような特徴的で反復的なフ
ィードバック音声パターンを提供することが可能である。新たな追加の顔の検出に応じて
、音声による異なる表示パターンを提供することが可能である。
【００８４】
　代替的に、携帯電話機が複数の異なる通信イベントの発生を表すために、異なる呼び鈴
音を使用可能とすることと同様のやり方で、複数の異なる作動状態を表すために、複数の
異なる音声シグナルを使用することが可能である。本発明の幾つかの実施形態においては
、複数の異なる作動状態を表すのに使用される音声シグナルを撮影者の好みに応じて選択
することを可能にするために、ユーザ・インターフェースを提供することが可能である。
【００８５】
　多くの場合において、殆どのデジタル・カメラに既に存在する部品類は、追加の部品を
デジタル・カメラに一切加える必要無しに、ユーザ・フィードバックを提供するために使
用することが可能である。例えば、デジタル・カメラ１０は、他の本来の目的のために、
音声による表示手段を提供するスピーカ２６を既に装備しているかも知れない。上記した
他の本来の目的とは、例えば、ビデオ動画の撮影モードの最中にデジタル・カメラ１０に
よって録音された音を再生することであったり、画像の撮影動作が実行されたことを表し
たり、エラー状態の発生を音声表示したりすることである。従って、音声によるフィード
バックは、追加的な部品コストを一切必要とせずに、既存のスピーカを使用して提供され
ることが可能である。同様に、多くのデジタル・カメラはまた、視覚による表示手段を提
供することに使用可能な既存の部品を組み込んでもいる。例えば一般的に、ＬＥＤシグナ
ル光源は、バッテリーの充電状態を表示するために設けられている。この場合、このよう
な視覚的表示手段をカメラの前方から見える位置に配置することが必要となるだろう。
【００８６】
　本発明の幾つかの実施形態においては、ユーザ制御入力部３４は、撮影者がユーザ・フ
ィードバックの好みの形態を選択することを可能にするために、使用することが可能であ
る。例えば、撮影者が以下のようなユーザ・フィードバックの提供形態の中から好みの提
供形態を選択することが可能なユーザ・インターフェースにおいて、メニューによる選択
肢を提供することが可能である。例えば、シグナル光源を使用した視覚によるフィードバ
ック、言葉による指示を使用した音声フィードバック、非言語的な音声シグナルを使用し
た音声フィードバックまたは触覚によるフィードバックなどの中からユーザが好みに応じ
て選べるようにする。
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【００８７】
　特定のデジタル・カメラを複数の撮影者が使用する可能性のある場合においては、撮影
者の各々は、ユーザ・フィードバックの提供形態に関して互いに異なる好みを有している
かも知れない。この場合、デジタル・カメラは、上記好みに関する設定内容の組み合わせ
を複数組設定できるように構成されることが可能である。本発明の一実施形態においては
、図５を参照して上述したように、検出した複数の顔の個数や位置に加えて、検出した顔
の識別名の表示を提供するように、顔判定動作ステップ３０５に学習をさせることができ
る。この場合、撮影者の識別名が検出された顔から推測され、撮影者の好みに応じた設定
内容の適切な組が自動的に選択されることが可能である。
【００８８】
　一般的に、肖像写真の撮影において重要な被写体が２つ有るという観点において、自分
撮り撮影モードと従来からある肖像写真撮影モードとは異なり得る。肖像の撮影に関して
は、被写体は人物の顔と上半身である。この際、背景は一般に副次的な重要性しか持たな
い。自分撮り撮影モードにおいては、一般に、被写体の顔と背景部分の両者が重要であり
、撮影場所にユーザが居たことの所望の記録を残すために、顔と背景の両方の適切な画像
表現が得られるべきである。本発明の一実施形態においては、撮影フレームの中央部に単
一の顔が検出された場合には、デジタル・カメラは自動的に従来の肖像写真撮影モードに
移行し、その旨の表示が、任意の適切なユーザ・フィードバック機構によりユーザに与え
られる。
【００８９】
　本発明の一実施形態においては、自分撮り撮影モードを選択することは、特定の基準が
満たされた場合にのみ画像の撮影が行われるような画像撮影プロセスを実現するようにす
ることが可能である。例えば、レンズ部４の向きが撮影者２１０からそれた状態で、ユー
ザがデジタル・カメラ１０の背面にあるユーザ制御入力部３４を使用して手動で自分撮り
撮影モードを選択することが可能である。自分撮り撮影モードが一旦有効にされたならば
、デジタル・カメラ１０はプレビュー画像３０２のキャプチャ動作を開始し、一組の所定
の基準が満たされるまで、これらのプレビュー画像３０２を処理する。図６を参照して説
明される基準に加えて、評価され得る他の基準には、全員の眼が開いており、全員の顔が
笑っており、カメラの動きが最小となっていることが含まれる。カメラは、上記した基準
が満たされたことを撮影者２１０に報知するために、上記した表示手段を使用することが
可能である。それによって、撮影者２１０による画像の撮影動作が手動で起動できるよう
になる。代替的に、上記した基準の全てが満たされた時に、画像の撮影動作が自動的に起
動されるように、デジタル・カメラ１０を設定することも可能である。そのような自動撮
影モードを提供することの利点とは、撮影者２１０が画像撮影ボタン２４０を押下する必
要が無いということである。それは、場合によっては面倒な操作であり、撮影動作中に、
デジタル・カメラ１０に望ましくない動きを加えてしまう可能性もある。
【００９０】
　本発明に係る代替的な実施形態においては、画像内における撮影者の顔や体以外の部分
を解析することができ、それによって、写真の構図がどのように調節されるべきかに関す
る追加のガイダンスを撮影者に与えることができる。例えば、撮影される顔が好適な顔配
置区域４６０（図７）内にある場合でさえ、デジタル・カメラは、撮影したいと意図する
背景ではなく、上空を背景として向けられている可能性がある。この場合、背景部分は細
かい部分を殆ど含まず、大部分が青い空の色であると判定されるならば、カメラの視野角
度を修正するために、撮影者がカメラを持つ手をより高い位置に上げるよう、言葉による
指示が与えられ得る。画像の中に含まれる空の領域の占める比率が不適切であると判定さ
れるならば、上記とは正反対の指示が与えられ得る。
【００９１】
　自分撮り撮影モードに関しては、較正プロセスを提供することが望ましい。特に、写真
撮影装置が単一のユーザにより使用される場合、自分撮り撮影モードが正常に作動するこ
とが可能な距離の範囲は非常に限られているだろう。何故ならば、任意の所与のユーザに
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関して、撮影装置をユーザが保持することができる距離のばらつきは比較的小さいからで
ある。従って、顔までの距離がそのような限定された距離範囲の中に収まることを撮影装
置が検出した場合、その装置は自動的に自分撮り撮影モードに移行するように構成され得
る。較正プロセスはユーザによって選択されることが可能であり、または、撮影装置の最
初の電源投入の最中に、起動されることが可能である。それにより、撮影装置による適正
な測定動作が実行され、今後の参照のために、その測定結果が記憶される。本発明の幾つ
かの実施形態においては、較正プロセスは、撮影者２１０の顔を認識することができるよ
うに、デジタル・カメラ１０を訓練するために使用することも可能である。それにより、
撮影画像プレビュー動作ステップ３００においてキャプチャされたプレビュー画像３０２
の中から、顔判定動作ステップ３０５が撮影者２１０の顔を認識した時にのみ、自分撮り
撮影モードが有効になるようにすることができる。
【００９２】
　本発明の幾つかの実施形態においては、顔判定動作ステップ３０５（図５）は、人間の
顔と同様に動物の顔も検出するように適応される。このような機能は、撮影者が自分自身
と共に、お気に入りのペットや他の動物が写った写真を撮りたいと望むような場合に有益
であり得る。
【００９３】
　本発明の幾つかの実施形態においては、撮影者２１０は、静止画像を撮影するために、
本発明に係るデジタル・カメラ１０を使用する。本発明の他の実施形態においては、本発
明に係るデジタル・カメラ１０は、デジタル・ビデオ・カメラであり、またはビデオ動画
の撮影モード（すなわち、ムービー・モード）を組み込んだデジタル・スチル・カメラで
ある。デジタル・ビデオ動画を撮影する過程において、本発明が使用される場合には、一
般に、ユーザ・フィードバックが継続的に提供され続けることが望ましいだろう。それは
、ビデオ動画の撮影プロセスの期間中、ユーザが適切な構図を維持することを可能にする
ためであり、そのようなユーザ・フィードバックは、音声や触覚によるフィードバックで
はなく、視覚によるフィードバックを使用して提供されるべきである。
【符号の説明】
【００９４】
　２　　フラッシュ
　４　　レンズ部
　６　　調節可能な絞りおよび調節可能なシャッター
　８　　ズームおよびフォーカス動作のモータ駆動機構
　１０　デジタル・カメラ
　１２　タイミング生成器
　１４　画像センサ
　１６　ＡＳＰおよびＡ／Ｄ変換回路
　１８　バッファ・メモリ
　２０　プロセッサ
　２２　音声コーデック
　２４　マイクロフォン
　２５　シグナル光源
　２６　スピーカ
　２８　ファームウェア・メモリ
　３０　画像メモリ
　３２　画像表示ディスプレイ
　３４　ユーザ制御入力部
　３６　ディスプレイ・メモリ
　３８　有線インターフェース
　４０　コンピュータ
　４２　補助センサ
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　４４　ビデオ・インターフェース
　４６　ビデオ・ディスプレイ
　４８　インターフェース／再充電器
　５０　無線モデム
　５２　無線周波数帯域
　５８　無線網
　７０　インターネット
　７２　写真情報サービス・プロバイダ
　１００　カラー・センサ・データ
　１０５　センサ・ノイズ低減ステップ
　１１０　ＩＳＯ設定
　１１５　画像逆モザイキング処理ステップ
　１２０　解像度モードの設定
　１２５　色彩補正ステップ
　１３０　色彩モードの設定
　１３５　色調スケーリング補正ステップ
　１４０　コントラストの設定
　１４５　画像鮮明化処理ステップ
　１５０　鮮明度の設定
　１５５　画像圧縮処理ステップ
　１６０　圧縮モードの設定
　１６５　ファイル・フォーマット処理ステップ
　１７０　メタ・データ
　１７５　ユーザ・設定内容
　１８０　デジタル画像ファイル
　１８５　顔の検出／認識ステップ
　２１０　撮影者
　２２０　撮影者と一緒に写る追加の人物
　２４０　画像撮影ボタン
　３００　撮影画像プレビュー動作ステップ
　３０２　プレビュー画像
　３０５　顔判定動作ステップ
　３１０　判定結果フィードバック動作ステップ
　３１５　ユーザ・フィードバック
　３２０　カメラの動作モード
　３２５　顔までの距離
　４００　顔存在テスト動作
　４０５　自分撮り撮影モードのテスト動作
　４１０　距離範囲内テスト動作
　４１５　ユーザ・フィードバック無し
　４２０　肯定的なユーザ・フィードバック
　４３０　デジタル画像
　４４０　顔
　４５０　撮影者
　４６０　好適な顔配置区域
　４７０　背景部分
　５００　左側のシグナル光源
　５１０　中央のシグナル光源
　５２０　右側のシグナル光源
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