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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
光学系を介して得られた被写体に関する光信号を画像信号に変換し、画像データを出力す
る画像撮像手段を有する撮像装置において、
前記被写体の画像データの中から顔画像を認識する顔画像認識手段と、
該顔画像認識手段で認識された顔画像から、顔画像の各部分を判別する顔部分判別手段と
、
該顔部分判別手段で判別された前記顔画像の各部分に基づいて、前記被写体の画像データ
から前記顔画像の画像データを切り出す顔画像切出し手段と、
前記顔画像認識手段により前記顔画像が認識された場合、前記被写体の画像データに対応
する被写体画像ファイルと、前記顔画像切出し手段により切り出された前記顔画像の画像
データに対応する顔画像ファイルとを作成、記録する記録手段とを備え、
前記顔画像切出し手段は、
前記顔部分判別手段により判別された前記顔画像の各部分の中心点を結ぶ直線が切り出す
画像枠の垂直方向と平行になり、かつ、
前記左右の余白は等しく、前記上下の余白は上の余白に対して下の余白が大きくなるよう
にすることで、切り出される前記顔画像の画像データにおける左右上下の余白が切り出さ
れる顔画像上の顔の大きさに対して一定の割合となるよう、
前記顔画像の画像データを切り出すように構成されたことを特徴とする撮像装置。
【請求項２】
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前記記録手段は、前記被写体画像ファイルと前記顔画像ファイルとを、関連付けて記録す
るよう構成されたことを特徴とする請求項１記載の撮像装置。
【請求項３】
前記切り出された顔画像の画像データに対し、前記顔画像上の顔および該顔と一体となる
体部分以外の部分を、所定の色で塗りつぶすよう構成されたことを特徴とする請求項１ま
たは２記載の撮像装置。
【請求項４】
画像データの内容を表示する表示手段を備えると共に、
該表示手段は、前記顔画像切出し手段により前記顔画像の画像データを切り出す際に、切
り出す顔画像の領域を枠で表示するよう構成されたことを特徴とする請求項１ないし３記
載の撮像装置。
【請求項５】
画像の記録若しくは消去を選択する選択手段を備えると共に、
該選択手段は、前記表示手段により表示された画像の記録若しくは消去を選択可能に構成
されたことを特徴とする請求項４記載の撮像装置。
【請求項６】
前記表示手段により表示された前記顔画像に占める顔の面積が所定の面積より小さい場合
に、前記顔画像を記録しないよう構成されたことを特徴とする請求項５記載の撮像装置。
【請求項７】
前記顔の面積は、該面積が占める画素数の総和により決定されるよう構成されたことを特
徴とする請求項６記載の撮像装置。
【請求項８】
　前記顔部分判別手段は、前記顔画像認識手段で認識された顔画像から、口、鼻、目の各
部分を判別するよう構成されたことを特徴とする請求項１ないし７のいずれか１項に記載
の撮像装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、撮像装置に関し、特に、光学系を介して被写体からの光信号を電気信号である
画像信号に変換して出力する画像撮像手段を有し、被写体の顔を認識すると自動的に顔画
像が切り出されてファイルに保存される撮像装置に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
近年パーソナルコンピュータの発達に相まって、その画像入力装置としてのデジタルカメ
ラの利用が広まってきた。特に、特殊な技術をもたない撮影者が使用する場合がほとんど
であり、撮影の失敗を無くすためにシャッター速度、露出、ピント合わせを被写体に合わ
せて自動的に設定するようになっているものが多い。また、一般に被写体は人物である場
合が多く、人物特有の設定モードを特別に備えたデジタルカメラはない。特開平１０－３
３４２１３号公報には、撮影背景、照度に影響されることなく、人物像を含むカラー画像
データから対象の人物像の顔画像を自動認識し、顔画像のサイズに応じた領域を切り出す
技術について開示されている。それによると、人物像を含むカラー画像を取得する画像取
得ＣＰＵと、取得されたカラー画像などを画面表示するカラー液晶表示部と、前記カラー
画像から人物像の顔画像を認識するため複数の顔認識色データを予め記憶した顔認識色メ
モリと、顔画像認識処理を指示する認識指示部と、前記画像認識処理の指示を受け、前記
カラー画像の全領域の色データと前記顔認識色データを比較しいずれかの顔認識色データ
に一致する色データの領域を顔画像として認識する顔画像認識ＣＰＵと、認識された顔画
像の切出領域を指示する領域指示部と、切出領域の指示を受け、顔画像のサイズに応じた
領域の枠を作成する枠作成ＣＰＵと、前記枠に囲まれる領域の顔画像を切り出す顔画像切
出ＣＰＵとから構成される。
【０００３】
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【発明が解決しようとする課題】
従来より証明写真などの撮影の際に、撮影された画像の顔が左右や上下に寄ったり傾いた
りという問題があった。また、傾いている際には、画像を見て人が手動で切り出し位置を
指定させたり、顔の位置を指定するなど作業が面倒であった。
また、特開平１０－３３４２１３号公報は、撮影背景、照度に影響されることなく、人物
像を含むカラー画像データから対象の人物像の顔画像を自動認識し、顔画像のサイズに応
じた領域を切り出す技術であり、切り出すサイズのバランスや画像の傾きを補正すること
は考慮されていない。
本発明は、かかる課題に鑑み、顔画像を認識、判別することで自動的にサイズと傾きを補
正した顔画像を切り出し、別の画像ファイルとして保存することが可能な撮像装置を提供
することを目的とする。
【０００４】
【課題を解決するための手段】
本発明はかかる課題を解決するために、請求項１の発明は、光学系を介して得られた被写
体に関する光信号を画像信号に変換し、画像データを出力する画像撮像手段を有する撮像
装置において、前記被写体の画像データの中から顔画像を認識する顔画像認識手段と、該
顔画像認識手段で認識された顔画像から、顔画像の各部分を判別する顔部分判別手段と、
該顔部分判別手段で判別された前記顔画像の各部分に基づいて、前記被写体の画像データ
から前記顔画像の画像データを切り出す顔画像切出し手段と、前記顔画像認識手段により
前記顔画像が認識された場合、前記被写体の画像データに対応する被写体画像ファイルと
、前記顔画像切出し手段により切り出された前記顔画像の画像データに対応する顔画像フ
ァイルとを作成、記録する記録手段とを備え、前記顔画像切出し手段は、前記顔部分判別
手段により判別された前記顔画像の各部分の中心点を結ぶ直線が切り出す画像枠の垂直方
向と平行になり、かつ、前記左右の余白は等しく、前記上下の余白は上の余白に対して下
の余白が大きくなるようにすることで、切り出される前記顔画像の画像データにおける左
右上下の余白が切り出される顔画像上の顔の大きさに対して一定の割合となるよう、前記
顔画像の画像データを切り出すように構成されたことを特徴とする。証明書用の写真の被
写体は人物である。従って、人物を撮影する場合、そのシャッターチャンスを逃さず撮影
することが重要である。そして撮影された被写体の画像データをファイルに保存する。特
に、デジタルカメラは画像信号をデジタル化して記録するため、コンピュータによる解析
が容易である。かかる発明によれば、顔画像認識手段により被写体の画像データから顔画
像が認識された場合、顔画像切出し手段が被写体の画像データから顔画像の画像データを
切り出して被写体の画像データに対応する被写体画像ファイルとは別の顔画像の画像デー
タに対応する顔画像ファイルとして記録するので、撮影する時顔が画像の端にあっても、
証明書用写真を作製することができる。各パーツ（顔画像の各部分）は顔の中心線に対し
てほぼ対照的に配置されている。従って、各パーツの中心点を結ぶ直線が、切り出す画像
枠の垂直方向と平行になるように、前記顔画像の画像データを切り出せば、顔が傾かずに
切り出すことができる。かかる技術手段によれば、判別された前記顔画像の各部分の中心
点を結ぶ直線が、切り出す画像枠の垂直方向と平行になるように前記顔画像の画像データ
を切り出すので、顔が傾かずに切り出すことができる。証明書用の写真の最も重要な点は
、画像品質が高いことと、画像面の背景と顔とのバランスが良いことである。そのバラン
スは、切り出される顔画像の画像データにおける左右上下の余白と顔との比率で決定され
る。左右の余白は等しくし、上下の余白は上の余白に対して下の余白を大きくする。この
理由は、下は首と胸があるためである。かかる技術手段によれば、切り出される顔画像の
画像データにおける左右上下の余白が、該切り出される顔画像上の顔の大きさに対して一
定の割合であるので、バランスの良い写真を作製することができる。
【０００５】
また、請求項２の発明は、前記記録手段は、前記被写体画像ファイルと前記顔画像ファイ
ルとを、関連付けて記録するよう構成されたことを特徴とする。切り出された顔画像とそ
の元画像をファイリングする場合、関連付けされていたほうが好ましい。例えば、ファイ
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ル名を同じにして、形式または拡張子を変えるなどの方法がある。かかる技術手段によれ
ば、前記被写体画像ファイルと前記顔画像ファイルとが、関連付けて記録されるので、元
データと切り出した顔データの整理が容易となる。また、請求項３の発明は、前記切り出
された顔画像の画像データに対し、前記顔画像上の顔および該顔と一体となる体部分以外
の部分を、所定の色で塗りつぶすよう構成されたことを特徴とする。証明書用写真の特徴
は、背景がある特定の色で塗りつぶされていることである。この理由は、それにより一層
人物が際立つからである。しかし一般の写真から証明書用写真を作製しようとする場合、
何らかの背景が撮影されていることが多い。そこで、その背景を所定の色で塗りつぶす操
作が必要となる。尚、ここでいう顔画像とは顔と一体となる体部分も指す。かかる技術手
段によれば、切り出された顔画像以外の部分を所定の色で塗りつぶすので、人物を一層際
立たせることができる。
【０００６】
また、請求項４の発明は、画像データの内容を表示する表示手段を備えると共に、該表示
手段は、前記顔画像切出し手段により前記顔画像の画像データを切り出す際に、切り出す
顔画像の領域を枠で表示するよう構成されたことを特徴とする。ここで、顔画像の領域と
は顔画像とその背景を指す。表示手段がある場合、切り出される画像領域が目視できるの
が最も明瞭に認識できる方法である。そこで、切り出す顔画像の領域を枠で表示するよう
にするのが好ましい。かかる技術手段によれば、前記顔画像の画像データを切り出す際に
、切り出す顔画像の領域を枠で表示するので、切り出し領域を明瞭に認識でき、操作性が
向上する。また、請求項５の発明は、画像の記録若しくは消去を選択する選択手段を備え
ると共に、該選択手段は、前記表示手段により表示された画像の記録若しくは消去を選択
可能に構成されたことを特徴とする。撮影した画像あるいは切り出し画像は、全てが必要
な画像ではない。表示手段によりそれらの画像を観察してその時点で記録か消去かを選択
できれば操作性上好ましい。かかる技術手段によれば、表示手段により表示された顔画像
に対して、前記選択手段により該画像の記録若しくは消去を選択可能としたので、操作性
の向上とメモリの有効使用が可能となる。また、請求項６の発明は、前記表示手段により
表示された前記顔画像に占める顔の面積が所定の面積より小さい場合に、前記顔画像を記
録しないよう構成されたことを特徴とする。前記で説明したように、証明書用の写真の最
も重要な点は、画像品質が高いことと、画像面の背景と顔とのバランスが良いことである
。特に、画像品質の良否を判定する一つの指標は、顔の面積である。つまり面積が大きい
ほど画像品質が良いといえる。かかる技術手段によれば、表示手段により表示された前記
顔画像に占める顔の面積が所定の面積より小さい場合に、前記顔画像を記録しないので、
メモリの無駄な使用が防止でき、品質の悪い証明書用写真を撮影することが防げる。また
、請求項７の発明は、前記顔の面積は、該面積が占める画素数の総和により決定されるよ
う構成されたことを特徴とする。画像を光電変換するＣＣＤの単位面積あたりの画素密度
は一定である。従って、面積が大きいほど画素数の総和は大きくなる。つまり、面積と画
像品質は比例関係にある。かかる技術手段によれば、前記顔の面積は、該面積が占める画
素数の総和により決定されるので、簡単な制御で正確に画像品質を判断することができる
。また、請求項８の発明は、前記顔部分判別手段は、前記顔画像認識手段で認識された顔
画像から、口、鼻、目の各部分を判別するよう構成されたことを特徴とする。人物を特定
する最適な部分は、顔であり、被写体中から顔画像を抽出し、その顔画像から目、口、鼻
などの各パーツ（部分）が判別できて初めて鮮明な画像を撮影することができる。また、
判別した目、口、鼻などの各パーツの中心点を用いて顔画像の画像データを切り出すこと
で、顔が傾かずに切り出すことができる。
【０００７】
【発明の実施の形態】
以下、本発明を図に示した実施形態を用いて詳細に説明する。但し、この実施形態に記載
される構成要素、種類、組み合わせ、形状、その相対配置などは特定的な記載がない限り
、この発明の範囲をそれのみに限定する主旨ではなく単なる説明例に過ぎない。
図１は、本発明の実施形態のデジタルスチルカメラのブロック図である。この構成は、被
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写体の光学画像を集光するレンズ１と、レンズ１により集光された光束を集束する絞り部
２と、図示しない複数のレンズを移動させて合焦したり、絞り部２を駆動するモータドラ
イバ１１と、レンズ１と絞り部２を通過した光学画像を光電変換するＣＣＤ（Charge Cou
pled　Device：電荷結合素子）３と、ＣＣＤ３に含まれる雑音を低減するＣＤＳ(Correla
ted Double Sampling)４と、ＣＣＤ３からのアナログ信号をデジタル信号に変換するＡ／
Ｄ変換器５と、前記ＣＣＤ３、ＣＤＳ４、Ａ／Ｄ変換器５のタイミングを発生するタイミ
ング発生器１３と、画像処理パラメータに従って画像処理を行うデジタル信号処理回路７
と、撮像画素の記録と画像処理された画像を記憶するフレームメモリ６と、液晶（ＬＣＤ
：Liquid Crystal Display）により撮像画像を表示する表示部８と、デジタル信号処理回
路７で処理された画像データを圧縮あるいは源画像データに伸張する画像圧縮伸張回路９
と、画像圧縮伸張回路９により圧縮された画像データを格納するメモリカード１０と、制
御プログラムに基づいて所定の制御を実行するマイクロコンピュータ（以下、マイコンと
記す）１４と、パラメータを格納するＥＥＰＲＯＭ(Electrically Erasable and Program
mable Read Only Memory)１６と、操作者がカメラ本体を操作するためのレリーズボタン
等を備えたカメラ操作部１７と、フイルム枚数やストロボの発光状態を監視するＯＳＤ(O
n-Screen Display)１５と、被写体を照明するストロボ１２により構成される。尚、レン
ズ１、絞り２、ＣＣＤ３が主として画像撮像手段を構成し、表示部８、デジタル信号処理
回路７、マイコン１４が主として表示手段を構成し、カメラ操作部１７が主として選択手
段を構成する。
【０００８】
次に、図１を参照しながら、本構成のデジタルスチルカメラ１００の動作概要について説
明する。操作者は図示しないファインダから被写体を覗き、カメラ操作部１７のレリーズ
ボタンを押すと、マイコン１４はその信号を検出してモータドライバ１１に対してレンズ
１と絞り２を駆動して、被写体の画像をＣＣＤ３に合焦させる。必要であればストロボ１
２を発光させる。これらの一連の動作は、自動的にマイコン１４が図示しないセンサの情
報に基づいて行われる。ＣＣＤ３に合焦された画像は、タイミング発生器１３から発生さ
れるクロックにより順次取り出され、ＣＤＳ４によりデータに含まれる雑音を低減する。
ここで、ＣＣＤの出力信号に含まれる雑音は、リセット雑音が支配的である。この雑音を
低減するために信号期間に含まれる映像信号とリセット雑音及び、フィールドスルー期間
のみに含まれるリセット雑音から両者を引き算することによりリセット雑音をキャンセル
している。そして、そのアナログ信号をＡ／Ｄ変換器５により１０ビットのデジタル信号
に変換して、デジタル信号処理回路７に入力され、フレームメモリ６に一時保管される。
そして、ＥＥＰＲＯＭ１６に格納されたパラメータにより、マイコン１４からの指示によ
りフレームメモリ６に一時保管されたデータを処理し、その処理された画像をフレームメ
モリ６に再び格納する。この処理の中にホワイトバランス処理が含まれる。さらに、フレ
ームメモリ６に書き込まれたデータを表示部８の制御部に送り、ＬＣＤにその内容を表示
する。
フレームメモリ６は、少なくとも撮像画素の１画面以上の画像データを蓄積することがで
きる画像メモリであり、例えば、ＶＲＡＭ(Video Random Access Memory)、ＳＲＡＭ(Sta
tic Random Access Memory)、ＤＲＡＭ(Dynamic Random Access Memory) 、あるいはＳＤ
ＲＡＭ（Synchronous DRAM）などの一般に用いられているメモリを用いる。
【０００９】
ここで、操作者の意思により、その画像をメモリカード１０に記録しておきたい場合、カ
メラ操作部１７から指示をすると、マイコン１４はそれに従って、デジタル信号処理回路
７に対して画像をメモリカード１０に転送する制御を実行する。つまり、画像処理された
画像をフレームメモリ６から読み出し、画像圧縮伸張回路９に送る。ここで、ＪＰＥＧ（
Joint Photographic Experts Group）方式で画像を圧縮し、メモリカード１０に記憶する
。この符号化アルゴリズムにはＡＤＣＴ（適応離散コサイン）を用い、最初に解像度の低
い画像を符号化し、次第に解像度が高くなるような階層符号化も取り入れられる。このよ
うにメモリカードは、フレームメモリ６に格納されたデータを圧縮し、その圧縮データを
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格納しておくためのものである。この他に、例えば８ＭＢ程度の内部メモリあるいはスマ
ートメディア・コンパクトフラッシュなどに記録する構成であってもよい。
また、逆にメモリカード１０の内容を表示部８に表示する場合や、外部端子により他のＰ
Ｃと接続して画像データを転送したい場合は、所望のメモリカードをカメラ本体の図示し
ないコネクタに挿入して、カメラ操作部１７から指示すると、マイコン１４はデジタル信
号処理回路７に指示してメモリカードの圧縮された画像データを読み出し、画像圧縮伸張
回路９に入力して、圧縮のアルゴリズムに従ってデータを伸張して元に戻し、表示部８に
画像を表示する。
【００１０】
図６は、本発明の実施形態の顔画像切り出し部の概略ブロック図である。この構成は、被
写体の画像を１枚分記憶する画像メモリ２０と、そのメモリから所定の単位で他のメモリ
あるいはレジスタに取り込む画像取り込み部２１と、全体の制御を司る制御部２２と、複
数の顔の特徴を格納する顔特徴記憶部２４と、画像取り込み部２１からのデータと顔特徴
記憶部２４からのデータから顔を認識して各部分を判別する認識・判別部２３と、その結
果データから所定の顔画像を切り出す顔画像切り出し部２６と、最終的な判断結果を外部
に出力する出力部２５から構成されている。ここで、画像メモリ２０は図１のフレームメ
モリ６を使用しても良い。また、その他の部分は図１のマイコン１４により実現しても構
わないし、あるいは専用のＬＳＩにより実現しても良い。尚、認識・判別部２３と顔特徴
記憶部２４が主として顔画像認識手段と顔部分判別手段を構成する。
【００１１】
次に、顔画像の検出の説明に入る前に、公知の顔画像の認識技術について、その概要を説
明しておく。尚、本発明での顔認識は従来の個人の顔として確実に認識できるレベルであ
る必要は無く、被写体が顔か、あるいはそれ以外の他の物体かの２者択一の認識レベルで
充分である。顔画像認識における対象項目は大きく分けると次の２つとなる。
１）人物の識別：対象人物が誰であるかを識別する。
２）表情識別：人物がどのような表情をしているかを識別する。
すなわち、１）の人物識別は顔の構造認識であり静的識別といえる。また、２）の表情識
別は顔の形状変化の認識であり、動的識別ともいえる。本発明の場合は、前記よりさらに
単純な識別といえる。また、これらの識別の手法として、１）２次元的手法、２）３次元
的手法があり、コンピュータでは主に１）２次元的手法が使用されている。これらの詳し
い内容はここでは省略する。また、表情識別の手法として、ＦＡＣＳ(Facial ACtion uni
t System)による考え方があり、これを用いると表情構成要素の特徴点の位置を用いて表
現できる。
今後は、これらの技術を用いて入室管理システム、人物像データベースシステム、認識通
信システム等に適用が考えられる。
【００１２】
図２は、本発明の実施形態の動作フローチャートである。図１、図６と併せて参照しなが
ら説明する。被写体の画像データは前記図１のＣＣＤにより光電変換され画像処理されて
画像メモリ２０に記憶される。その画像データはある所定の単位（フレーム、バイト）に
画像取り込み部２１に取り込まれる（Ｓ１）。次に、画像データは認識・判別部２３に入
力され、予め記憶された各種の顔特徴データを格納した顔特徴記憶部２４とのデータから
顔の認識と顔の各部分の判別を行なう。この認識の方法は各種アルゴリズムに基づいて行
われる。その結果は逐一制御部２２に伝えられ、顔画像が認識され（Ｓ２）、そのデータ
から各部分（目、鼻、口）が判別される（Ｓ３）。その結果顔画像の認識と各部分が判別
された場合（ＹＥＳのルート）、以下、実施形態ごとに分けて説明する。図３は、本発明
の第１の実施形態を説明するための顔画像の図である。まず顔画像認識手段は、被写体の
画像データの中から顔画像１を認識する。顔部分判別手段は、顔画像認識手段で認識され
た顔画像１から、顔画像１の各部分を判別する。そして、顔画像切出し手段（顔画像切出
し部２６）は、顔部分判別手段で判別された顔画像１の各部分に基づいて、被写体の画像
データから顔画像１の画像データを切り出す。顔画像認識手段により顔画像１が認識され
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た場合に、記録手段は、被写体の画像データに対応する被写体画像ファイルと、顔画像切
出し手段により切り出された顔画像１の画像データに対応する顔画像ファイルとを作成、
記録する。より具体的には、顔画像切出し部２６や制御部２２は顔画像１をパーツごとに
エリアを分割する。つまり、口のパーツ３、鼻のパーツ４、及び目のパーツ５の３パーツ
に分割する（Ｓ４）。次に、口の中心Ａ、鼻の中心Ｂ、目の中心Ｃを割り出し（Ｓ５）、
Ａ、Ｂ、Ｃ３点より一番近い直線２を割り出す（Ｓ６）。ここで、直線２は、切り出す画
像の枠１４の垂直方向と平行になるように切り出す。以上のように、人物を特定する最適
な部分は、顔であり、被写体中から顔画像１を抽出し、その顔画像１から、口３、鼻４、
目５などの各パーツが判別できて初めて鮮明な画像を撮影することができる。そして各パ
ーツは顔の中心線２に対してほぼ対照的に配置されている。従って、各パーツの中心点Ａ
、Ｂ、Ｃを結ぶ直線２が、切り出す顔画像１の枠１４の垂直方向と平行になるように、顔
画像１の画像データを切り出せば、顔が傾かずに切り出すことができる。
【００１３】
図４と図５は、本発明の第２の実施形態を説明するための顔画像の図である。図４により
、切り出される顔画像１上の顔の大きさから左右の余白８、９を決め、切り出し枠６、７
の垂直を割り出す（Ｓ７）。次に、図５により顔画像１上の顔の大きさから上下の余白１
０、１１を決め、切り出し枠１２、１３の水平を割り出す（Ｓ８）。次に、ステップ７、
８で割り出された切り出し枠６、１３、７、１２に沿って顔画像１が切り出される（Ｓ９
）。以上のように、証明書用の写真の最も重要な点は、画像品質が高いことと、画像面の
背景と顔とのバランスが良いことである。そのバランスは、切り出される顔画像１の画像
データにおける左右上下の余白と顔との比率で決定される。一般には左右の余白８、９は
等しくし、上下の余白１０、１１は上の余白１０に対して下の余白１１を大きくする。こ
の理由は、下は首と胸があるためである。このように、切り出される顔画像１の画像デー
タの左右上下の余白が、切り出される顔画像１上の顔の大きさに対して一定の割合である
ので、バランスの良い写真を作製することができる。
【００１４】
次に、本発明の第３の実施形態として、切り出された顔画像のファイルが作成され（Ｓ１
０）、さらに元画像（撮影画像）のファイルが作成される（Ｓ１１）。切り出された顔画
像とその元画像をファイリングする場合、関連付けされていたほうが後々都合がよい。例
えば、元画像をＲｉｍｇ０００１．ｊｐｇ、顔画像をＲｉｍｇ０００１．ｔｉｆのように
、ファイル名を同じにして、形式または拡張子を変えるなどの方法がある。その他にも、
画像ファイル名は８文字で構成され、上位４文字は任意のアルファベットもしくは数字に
し、下位４文字は数字とする。または元画像と顔画像の上位４文字を異なるものにし、下
位４文字を同じ値にするという方法もある（元画像：Ｒｉｍｇ０００１．ｊｐｇ、顔画像
Ｒｐｉｃ０００１．ｊｐｇ）。これにより、元画像（被写体画像ファイル）と顔画像（顔
画像ファイル）とが、上記したような所定の関係に基づいてファイルとして記録されるの
で、元データと切り出した顔データの整理が容易となる。また、本発明の第４の実施形態
として、証明書用写真の特徴は、背景がある特定の色で塗りつぶされていることである。
この理由は、こうすることにより、より一層人物が際立つからである。しかし一般の写真
から証明書用写真を作製しようとする場合、何らかの背景が撮影されていることが多い。
そこで、その背景を所定の色で塗りつぶす操作が必要となる。尚、ここでいう顔画像とは
顔と一体となる体部分も指す。ここで、本発明の第５の実施形態として、表示部８に切り
出される画像領域が目視できるようにすれば、最も明瞭に切り出す顔画像１の領域が認識
できる。そこで、切り出す顔画像１の領域を枠で表示するようにするのが好ましい。これ
により、切り出す顔画像１の領域を明瞭に認識でき、操作性が向上する。また、本発明の
第６の実施形態として、撮影した画像あるいは切り出し画像は、全てが必要な画像ではな
い。表示部８によりそれらの画像を観察して、その時点で記録か消去かを選択できれば操
作性上好ましい。これにより、操作性の向上とメモリの有効使用が可能となる。
【００１５】
また、本発明の第７の実施形態として、前記で説明したように、証明書用の写真の最も重
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要な点は、画像品質が高いことと、画像面の背景と顔とのバランスが良いことである。特
に、画像品質の良否を判定する一つの指標は、顔の面積である。つまり面積が大きいほど
画像品質が良いといえる。つまり、画像を光電変換するＣＣＤの単位面積あたりの画素密
度は一定である。従って、面積が大きいほど画素数の総和は大きくなる。つまり、面積と
画像品質は比例関係にあるといえる。そのような理由により、前記顔の面積は、該面積が
占める画素数の総和により決定されるので、簡単な制御で正確に画像品質を判断すること
ができる。また、表示部８により表示された顔画像に占める顔の面積が所定の面積より小
さい場合に、顔画像を記録しないので、メモリの無駄な使用が防止でき、品質の悪い証明
書用写真を撮影することが防げる。
【００１６】
【発明の効果】
以上記載のごとく本発明によれば、請求項１は、顔画像認識手段により被写体の画像デー
タから顔画像が認識された場合、顔画像切出し手段が被写体の画像データから顔画像の画
像データを切り出して被写体の画像データに対応する被写体画像ファイルとは別の顔画像
の画像データに対応する顔画像ファイルとして記録するので、撮影する時顔が画像の端に
あっても、証明書用写真を作製することができる。また、顔の各部分の略中心点を結ぶ直
線が、切り出す画像枠の垂直方向と平行になるように顔画像の画像データを切り出すので
、顔が傾かずに切り出すこことができる。また、切り出される顔画像の画像データにおけ
る左右上下の余白が、切り出される顔画像上の顔の大きさに対して一定の割合となるよう
に、顔画像の画像データを切り出すよう構成されているので、また、左右の余白は等しく
し、下は首と胸があるため上下の余白は上の余白に対して下の余白を大きくしているので
、バランスの良い写真を作製することができる。請求項２は、被写体画像ファイル（元デ
ータ）と顔画像ファイル（顔データ）とが、関連付けて記録されるので、元データと切り
出した顔データの整理が容易となる。請求項３は、切り出された顔画像上の顔および該顔
と一体となる体部分以外の部分を所定の色で塗りつぶすので、人物を一層際立たせること
ができる。請求項４は、顔画像の画像データを切り出す際に、切り出す顔画像の領域を枠
で表示するので、切り出し領域を明瞭に認識でき、操作性が向上する。請求項５は、表示
手段により表示された顔画像に対して、前記選択手段により該画像の記録若しくは消去を
選択可能としたので、操作性の向上とメモリの有効使用が可能となる。請求項６は、表示
手段により表示された顔画像に占める顔の面積が所定の面積より小さい場合に、顔画像を
記録しないので、メモリの無駄な使用が防止でき、品質の悪い証明書用写真を撮影するこ
とが防げる。請求項７は、前記顔の面積は、該面積が占める画素数の総和により決定され
るので、簡単な制御で正確に画像品質を判断することができる。また、請求項８の発明は
、前記顔部分判別手段は、前記顔画像認識手段で認識された顔画像から、口、鼻、目の各
部分を判別するよう構成されたことを特徴とする。人物を特定する最適な部分は、顔であ
り、被写体中から顔画像を抽出し、その顔画像から目、口、鼻などの各パーツ（部分）が
判別できて初めて鮮明な画像を撮影することができる。また、判別した目、口、鼻などの
各パーツの略中心点を用いて顔画像の画像データを切り出すことで、顔が傾かずに切り出
すことができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の実施形態のデジタルスチルカメラのブロック図である。
【図２】本発明の実施形態を説明するためのフローチャートである。
【図３】本発明の第１の実施形態を説明するための顔画像（その１）の図である。
【図４】本発明の第２の実施形態を説明するための顔画像（その２）の図である。
【図５】本発明の第２の実施形態を説明するための顔画像の図である。
【図６】本発明の実施形態の顔画像切り出し部の概略ブロック図である。
【符号の説明】
２０　画像メモリ、２１　画像取り込み部、２２　制御部、２３　認識・判別部、２４　
顔特徴記憶部、２５　出力部、２６　顔画像切り出し部
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