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(57)【要約】
【課題】幼児の写真を簡易に撮影する。
【解決手段】デジタル信号回路１８は、撮影して得られ
た画像信号から人体を検出するとともに、顔部を検出す
る。システム制御回路２０は、人体の頭部と肩部の比率
から人体の年齢を推定し、しきい年齢以下であれば被写
体が幼児であると判定してＬＥＤ３０を自動点滅させて
被写体の注意を惹く。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　撮像装置であって、
　レンズを含む光学系と、
　前記光学系で結像された被写体像を電気信号に変換する撮像手段と、
　前記撮像手段で得られた画像信号のエッジパターンを用いて検出された人体と前記撮像
手段で得られた画像信号から検出された顔部の少なくともいずれかに基づいて被写体の年
齢を推定し、推定した年齢から被写体が幼児であるか否かを判定し、幼児であると判定し
た場合に被写体に向けて視覚的あるいは聴覚的情報を自動出力する制御手段と、
　を備えることを特徴とする撮像装置。
【請求項２】
　請求項１記載の撮像装置において、
　前記制御手段は、前記人体の頭部の長さと肩部の長さの比率を用いて年齢を推定するこ
とを特徴とする撮像装置。
【請求項３】
　請求項１，２のいずれかに記載の撮像装置において、
　前記制御手段は、前記人体と前記顔部のそれぞれから年齢を推定し、推定した両年齢が
所定の許容範囲内で一致する場合に、推定した年齢を用いて被写体が幼児であるか否かを
判定することを特徴とする撮像装置。
【請求項４】
　請求項１記載の撮像装置において、
　前記制御手段は、推定した年齢の精度に応じて前記視覚的あるいは聴覚的情報の出力形
態を変化させる
　ことを特徴とする撮像装置。
【請求項５】
　請求項１記載の撮像装置において、
　前記制御手段は、幼児であると判定した場合に光を点滅発光することを特徴とする撮像
装置。
【請求項６】
　請求項１記載の撮像装置において、
　前記制御手段は、幼児であると判定した場合に音を出力することを特徴とする撮像装置
。
【請求項７】
　請求項１記載の撮像装置において、
　前記制御手段は、幼児であると判定した場合に動画を表示することを特徴とする撮像装
置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は撮像装置に関し、特に被写体人物の年齢推定に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、撮影して得られた画像から被写体としての人体を検出する技術が提案されて
いる。
【０００３】
　例えば、下記の特許文献１には、人体のモデルの輪郭の一部または人体の部位を表す閉
曲線からなるテンプレートを記憶するテンプレート管理部と、検出の対象とする画像を入
力する画像データ受信部と、入力された画像に対して複数のテンプレートを用いてマッチ
ングを行うことにより、その画像の中から人体を検出する頭部位置検出部を備える物体検
出装置が開示されている。
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【０００４】
　また、特許文献２には、２次元画像に含まれる判定対象物の輪郭データを抽出する輪郭
抽出手段と、抽出した輪郭データから輪郭の直線部分と曲線部分の比率を算出する形状値
生成手段と、予め決められた閾値と形状値生成手段が算出した輪郭データの直線線分と曲
線成分の比率とを比較して人間判定を行う判定手段を備える人間形状判定方法が開示され
ている。
【０００５】
　また、特許文献３には、画像からエッジ画像を形成するエッジ画像抽出部と、所定画素
のエッジの方向及び所定画素の近隣領域に存在するエッジ画素のエッジ方向と、所定画素
と近隣領域に存在するエッジ画素との空間位置関係によって規定したエッジ画素の個数を
画像の特徴量として算出し、人物画像の識別精度を向上する装置が開示されている。
【０００６】
　また、特許文献４には、標準的な顔の大きさを記憶し、この大きさと撮影した顔の大き
さから被写体の顔までの実際の距離を演算することが開示されている。
【０００７】
　また、特許文献５には、頭部と胴部の寸法の比率に基づいて人物か否かを判定する技術
が開示されている。
【０００８】
　また、特許文献６－８には、幼児を撮影する際に、幼児の注意を惹くような画像を表示
させて撮影することが開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００９】
【特許文献１】特開２００５－１４９１４５号公報
【特許文献２】特開２００３－１３２３４０号公報
【特許文献３】特開２０１０－１１７７７２号公報
【特許文献４】特開２００７－２４８６９８号公報
【特許文献５】特開２００２－２９８１４２号公報
【特許文献６】特開２００１－２５７９１１号公報
【特許文献７】特開２００５－１６４６２３号公報
【特許文献８】特開２００９－２９０５１１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　ところで、デジタルカメラ等の撮像装置で得られた画像に被写体としての人物あるいは
人間が含まれている場合、上記のような各種方法でその画像に人物あるいは人間が含まれ
ていることを検出することが可能であるが、人物あるいは人間を検出した場合に、その検
出情報をどのように応用するかについては未だ十分な検討がなされていない。
【００１１】
　例えば、上記の特許文献１では、画像から人体を検出する技術を施設のセキュリティ管
理のために用いることが開示されているにとどまり、より積極的にデジタルカメラ自体の
撮影制御に用いることについて何らの言及もない。
【００１２】
　本発明の目的は、撮影画像に含まれる人体を検出し、その検出情報を利用して被写体で
ある人物の年齢を推定し、推定年齢に基づいて被写体を確実に撮影することができる装置
を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　本発明は、撮像装置であって、レンズを含む光学系と、前記光学系で結像された被写体
像を電気信号に変換する撮像手段と、前記撮像手段で得られた画像信号のエッジパターン
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を用いて検出された人体と前記撮像手段で得られた画像信号から検出された顔部の少なく
ともいずれかに基づいて被写体の年齢を推定し、推定した年齢から被写体が幼児であるか
否かを判定し、幼児であると判定した場合に被写体に向けて視覚的あるいは聴覚的情報を
自動出力する制御手段とを備えることを特徴とする。
【００１４】
　本発明の１つの実施形態では、前記制御手段は、前記人体の頭部の長さと肩部の長さの
比率を用いて年齢を推定する。
【００１５】
　また、本発明の他の実施形態では、前記制御手段は、前記人体と前記顔部のそれぞれか
ら年齢を推定し、推定した両年齢が所定の許容範囲内で一致する場合に、推定した年齢を
用いて被写体が幼児であるか否かを判定する。
【００１６】
　また、本発明のさらに他の実施形態では、前記制御手段は、推定した年齢の精度に応じ
て前記視覚的あるいは聴覚的情報の出力形態を変化させる。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明によれば、被写体の年齢を自動的に推定し、推定した年齢に応じて撮影条件を自
動的に設定できる。特に、推定した年齢から被写体が幼児であると判定した場合に、幼児
の注意を喚起する情報を出力するので、幼児が視線を向けたタイミングの画像を容易に得
ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】実施形態におけるデジタルカメラの構成図である。
【図２】実施形態の処理フローチャートである。
【図３】実施形態の他の処理フローチャートである。
【図４】実施形態のさらに他の処理フローチャートである。
【図５】実施形態の人体検出処理フローチャートである。
【図６】人体検出の模式的説明図である。
【図７】実施形態におけるデジタルカメラの外観斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　以下、図面に基づき本発明の実施形態について説明する。但し、以下の実施形態は例示
であり、本発明は以下の実施形態に限定されるものではない。
【００２０】
　まず、本実施形態における撮像装置としてのデジタルカメラの基本構成について説明す
る。
【００２１】
　図１に、本実施形態におけるデジタルカメラの構成ブロック図を示す。レンズ１０、シ
ャッタ・絞り１２を介して被写体像は撮像素子１４に結像する。撮像素子１４は、被写体
像を電気信号に変換し、アナログ画像信号としてアナログ前処理回路（アナログフロント
エンド）１６に出力する。絞りは、システム制御回路２０からの露光制御信号により駆動
制御される（露出制御：ＡＥ）。また、レンズ１０は、システム制御回路２０からのフィ
ーカス制御信号により駆動制御される（フォーカス制御：ＡＦ）。
【００２２】
　なお、撮像素子１４には、ＩＲカットフィルタ、光学ローパスフィルタ、カラーフィル
タアレイ等の光学フィルタが設けられている。撮像素子１４は、ＣＣＤ撮像素子やＣＭＯ
Ｓ撮像素子が用いられる。
【００２３】
　アナログ前処理回路（アナログフロントエンド）１６は、アナログアンプ、ゲインコン
トローラ及びＡＤコンバータを備え、撮像素子１４からのアナログ画像信号を増幅し、デ
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ジタル画像信号に変換してデジタル信号処理回路１８に出力する。
【００２４】
　デジタル信号処理回路１８は、供給されたデジタル画像信号に対し、ホワイトバランス
調整、ガンマ補正、同時化処理、ＲＧＢ－ＹＣ変換、ノイズ低減処理、輪郭補正、ＪＰＥ
Ｇ圧縮の各処理を実行する。
【００２５】
　ホワイトバランス調整は、光源色温度によるＲＧＢのバランスを補正する処理であり、
入力されたＲ信号、Ｇ信号、Ｂ信号のゲインをそれぞれ調整する。ゲインを調整する方法
としては、光源の種類（太陽光、電灯光）等をユーザが手動で入力し、入力された光源に
基づいてゲインを調整する方法、撮影光源下に白やグレーの物体を配置し、これらをカメ
ラで撮影して補正する方法、カメラで光源を自動的に判断して補正する方法（オートホワ
イトバランス）がある。
【００２６】
　ガンマ補正は、撮像素子１４の出力特性を所定の階調特性に調整する処理である。
【００２７】
　同時化処理は、Ｂａｙｅｒ配列のカラーフィルタを用いた単板撮像方式において１つの
画素に１つの色の信号しか存在しないため、足りない色の信号を近隣の画素の色信号から
演算して算出する処理である。同時化処理の方法として、近隣の画素の値を平均する方法
、注目画素からの距離に応じて加重平均する方法等がある。
【００２８】
　ＲＧＢ－ＹＣ変換処理は、同時化処理されたＲ信号、Ｇ信号、Ｂ信号をＹ信号、Ｃｂ信
号、Ｃｒ信号に変換する処理である。すなわち、
　　Ｙ＝０．３０Ｒ＋０．５９Ｇ＋０．１１Ｂ
　　Ｃｂ＝Ｂ－Ｙ
　　Ｃｒ＝Ｒ－Ｙ
により輝度信号のＹ信号、色差信号のＣｂ信号、Ｃｒ信号に変換する。
【００２９】
　ノイズ低減処理は、メディアンフィルタ等を用いてパルス性のノイズのような孤立点を
除去する処理である。この処理によりノイズは除去されるが同時に解像度にも影響するた
め、通常、色差信号Ｃｂ，Ｃｒに対して実行される。
【００３０】
　輪郭補正処理は、光学的ローパスフィルタ等の影響によるＭＴＦ（Modulation Transfe
r Function）の低下を補正するための処理であり、輪郭抽出処理とノンリニア処理により
原画像信号に輪郭信号を付加する。通常、輪郭補正処理は、輝度信号に対して実行される
。
【００３１】
　ＪＰＥＧ圧縮は、輝度信号のＹ信号、色差信号のＣｂ信号、Ｃｒ信号それぞれを８画素
×８画素のブロックに分割し、各ブロック毎にＤＣＴ変換、量子化、ハフマン符号化を順
次行い圧縮する。
【００３２】
　デジタル信号処理回路１８は、以上のような処理を施され、圧縮された画像信号をデー
タバス２２を介してバッファメモリ２８に格納し、バッファメモリ２８に格納された画像
データを読み出して液晶モニタ２６に表示する。あるいは、画像信号をメモリカード２４
に記憶する。
【００３３】
　システム制御回路２０は、各種スイッチ（ＳＷ）１９から入力された信号に基づき各部
の動作を制御する。例えば、シャッタボタン１９ａの操作信号に基づいて各部の動作を制
御し、撮影して得られた画像信号を液晶モニタ２６に表示し、あるいはメモリカード２４
に記憶する。また、撮影に際し、既述したように露出制御（ＡＥ）及びフォーカス制御（
ＡＦ）を実行する。フォーカス制御に関しては、コントラスト検出式ＡＦとＴＴＬ位相差



(6) JP 2013-5002 A 2013.1.7

10

20

30

40

50

検出式ＡＦがある。コントラスト検出式ＡＦでは、撮像画像のコントラスト最大点を合焦
位置とするもので、現在位置からフォーカスを少し動かし、コントラストが減少した場合
に逆方向に、コントラストが増大した場合にさらに同方向に動かし、どちらの方向に動か
しても減少する場合に当該位置を合焦位置とするものである（所謂山登り法）。ＴＴＬ位
相差検出式ＡＦでは、レンズ透過光を測距ユニットで計測し、レンズの合焦位置を決定す
るものであり、測距ユニットでは合焦位置からのずれの方向及びずれ量に応じて像が左右
に移動することを利用して合焦位置を決定する。
【００３４】
　このような構成において、デジタル信号処理回路１８は、上記の各処理を実行するとと
もに、得られた画像信号に人体が含まれているか否かを検出する人体検出処理を実行し、
その検出結果をシステム制御回路２０に出力する。
【００３５】
　また、デジタル信号処理回路１８は、得られた画像信号に顔が含まれているか否かを検
出する（ＦＤ）。顔の検出は、顔の輪郭や顔の各部位（目や鼻、口）の相対位置や大きさ
等を用いて実行する。色データ（肌色か否か）を用いて顔を検出してもよい。顔検出して
顔に合焦するように制御する顔ＡＦ、顔検出して露出制御する顔ＡＥ、顔検出してホワイ
トバランスを調整する顔ＷＢが公知であるが、これら顔ＡＦ、顔ＡＥ、顔ＷＢで用いられ
る顔検出アルゴリズムをそのまま適用することができる。
【００３６】
　システム制御回路２０は、デジタル信号処理回路１８からの人体検出情報を用いて、被
写体人物の年齢を推定する。具体的には、人体検出情報に含まれる人体の像のサイズを利
用して、被写体人物の年齢を推定する。人体の各部の像のサイズは、年齢とともに変化す
ることが知られている。例えば、頭部の全体に対する比率は年齢とともに変化していく。
また、頭部のサイズと肩部のサイズの比率も年齢とともに変化していく。システム制御回
路２０は、予め人体のサイズ、あるいは人体の各部の比率と年齢との関係をテーブルとし
てメモリに記憶しておき、このテーブルを参照することで被写体人物の年齢を推定する。
そして、システム制御回路２０は、推定した年齢に基づいて撮影条件を設定する。具体的
には、システム制御回路２０は、推定した年齢がしきい年齢以下であるか否かを判定し、
しきい年齢以下であれば被写体は幼児であるとみなし、幼児を撮影する際に好適と考えら
れる撮影条件を設定する。被写体が幼児である場合、周囲環境のあらゆるものに興味を惹
かれるため、デジタルカメラの方向に視線を一定時間向けることは稀であり、このため幼
児の正面写真を撮影することは比較的困難であることが知られている。そこで、システム
制御回路２０は、被写体が幼児であるとみなした場合には、視覚的あるいは聴覚的な刺激
により幼児の注意をデジタルカメラの方向に向けさせるような制御を行う。
【００３７】
　なお、人体のサイズとは、より特定的には人体の上半身のサイズであり、上半身のサイ
ズには、頭部のサイズ（頭部の長さ、頭部の幅）、肩部のサイズ（肩幅）等が含まれる。
サイズは、頭部や肩部を構成する画素数で規定される。
【００３８】
　図２には、本実施形態の処理フローチャートを示す。まず、デジタル信号処理回路１８
は、液晶モニタ２６に撮像素子１４の出力画像信号を表示する（ライブビュー：Ｓ１０１
）。ユーザは、ライブビューを視認しながら撮影方向や画角を調整する。次に、デジタル
信号処理回路１８は、得られた画像から顔部を検出する（ＦＤ：Ｓ１０２）。また、ＦＤ
と並行して、あるいはＦＤと相前後して、得られた画像から人体を検出する（Ｓ１０３）
。以下では、人体検出処理をＨＢＤ（Human Body Detection）と称する。ＨＢＤの詳細に
ついてはさらに後述する。ＨＢＤは主に人体の上半身の輪郭を検出する処理であり、ＦＤ
は人体の顔を検出する処理であるから、両者は異なる処理である。もちろん、ＨＢＤの検
出結果をＦＤで利用することでＦＤの効率化を図ることは可能である。この意味で、ＨＢ
Ｄの後にＦＤを実行することも好適であろう。ＦＤ及びＨＢＤの結果は、デジタル信号処
理回路１８からシステム制御回路２０に供給される。
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【００３９】
　次に、システム制御回路２０は、スイッチ（ＳＷ）１９の一つであるシャッタボタン１
９ａがユーザにより半押しされたか否かを判定する（Ｓ１０４）。シャッタボタン１９ａ
が半押しされた場合、システム制御回路２０は、ＦＤにより検出された顔部、あるいはＨ
ＢＤにより検出された人体に焦点を合わせるようにオートフォーカス制御するとともに、
ＨＢＤの結果から被写体の年齢を推定し（Ｓ１０５）、推定した年齢がしきい年齢以下で
あって被写体が幼児であるか否かを判定する（Ｓ１０６）。被写体の年齢推定は、ＨＢＤ
で検出された人体の像のサイズに基づき行われる。例えば、人体の頭部の長さと肩部の長
さの比率を算出し、予めこの比率と年齢との対応関係を規定するテーブルが記憶されたメ
モリにアクセスし、算出した比率に対応する年齢を読み出す。比率と年齢との対応関係を
規定するテーブルは、例えば年齢を０～３歳、３歳～６歳、６歳～９歳、９歳～１２歳、
１２歳～１５歳、１５歳～１８歳、１８歳～２１歳、２２歳以上と区分し、各区分毎の平
均的な比率を規定する。
【００４０】
　また、幼児か否かの判定のしきい年齢は、例えば３歳とすることができる。
【００４１】
　推定した年齢がしきい年齢以下の幼児であると判定された場合、システム制御回路２０
は、デジタルカメラ前面に設けられたＬＥＤ３０を所定間隔で点滅させる（Ｓ１０７）。
デジタルカメラ前面のＬＥＤを点滅させることで、被写体である幼児は点滅するＬＥＤに
注意を惹かれ、デジタルカメラの方に視線を向けることが期待される。ユーザは、幼児が
視線をデジタルカメラの方に向けたタイミングでシャッタボタンを全押しする。
【００４２】
　システム制御回路２０は、シャッタボタン１９ａが全押しされたか否かを判定し（Ｓ１
０８）、シャッタボタン１９ａが全押しされた場合には、被写体を撮影し（Ｓ１０９）、
得られた画像を処理してメモリカード２４に格納する。
【００４３】
　図３に、本実施形態の他の処理フローチャートを示す。図２と異なる点は、被写体が幼
児であると判定した場合に、ＬＥＤ３０を点滅させる代わりにデジタルカメラに設けられ
たブザー３２（図７）を鳴らす点である（Ｓ２０７）。ブザー３２を鳴らすことで、幼児
は音のする方に注意が惹かれ、デジタルカメラの方に視線を向けることが期待される。ユ
ーザは、幼児が視線をデジタルカメラの方に向けたタイミングでシャッタボタンを全押し
する。
【００４４】
　図４に、本実施形態のさらに他の処理フローチャートを示す。図２と異なる点は、被写
体が幼児であると判定した場合に、デジタルカメラの前面に設けられた画像表示装置３４
（図７）に音声付の動画を表示する点である（Ｓ３０７）。音声付動画は予めシステム制
御回路２０の内蔵メモリに記憶してもよく、あるいはメモリカード２４に記憶された動画
を読み出して表示してもよい。音声付動画を表示することで、幼児はこの動画に注意が惹
かれ、デジタルカメラの方に視線を向けることが期待される。ユーザは、幼児が視線をデ
ジタルカメラの方に向けたタイミングでシャッタボタンを全押しする。
【００４５】
　図２～図４の処理フローチャートにおいて、ＨＢＤの結果に基づいて被写体の年齢を推
定しているが、システム制御回路２０は、ＦＤの結果に基づいて被写体の年齢を推定して
もよい。具体的には、検出した顔部から、輪郭と目と口を囲む顔部品領域とから抽出した
特徴量を予め年齢毎の複数の顔画像から得られた特徴量とを対比することで推定する。も
ちろん、これ以外の公知のアルゴリズムを用いることができる。
【００４６】
　また、検出したＦＤの結果から被写体の年齢を推定するとともに、ＨＢＤの結果から年
齢を推定し、両者の推定年齢が許容範囲内で一致する場合に、ＦＤから推定した年齢の信
頼性が高いと評価してもよい。
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【００４７】
　また、ＦＤの結果から被写体の年齢を推定するとともに、ＨＢＤの結果から年齢を推定
し、両者の推定年齢が許容範囲内で一致しない場合には、いずれか若い方の年齢をしきい
年齢と比較することで幼児か否かを判定してもよい。
【００４８】
　また、ＦＤの結果から被写体の年齢を推定するとともに、ＨＢＤの結果から年齢を推定
し、被写体が横を向いている等でＦＤによる年齢推定が不能で、ＨＢＤの結果によっての
み年齢が推定された場合には、ＨＢＤに基づき推定された年齢をしきい年齢と比較しても
よい。
【００４９】
　さらに、図２～図４の処理において、推定年齢の精度を評価し、精度に応じて注意喚起
の態様を変化させることも可能である。例えば、推定精度が比較的低いと評価された場合
には、仮に被写体が実際には幼児でなくても違和感が生じないように、ブザーを鳴らすあ
るいは動画を表示するのではなく、単にＬＥＤ３０を点滅させる態様とし、通常のセルフ
タイマ撮影と変わりないようにすることが好適であろう。一般的には、ＦＤによる年齢推
定の方が、ＨＢＤによる年齢推定よりも精度が高いと考えられるから、ＦＤによる年齢推
定の結果、幼児と判定した場合には動画を表示する、ＨＢＤによる年齢推定の結果、幼児
と判定した場合にはＬＥＤ３０を点滅させることも可能である。
【００５０】
　図５に、人体検出の処理フローチャートを示す。まず、デジタル信号処理回路１８は、
ライブビュー画像を取得する（Ｓ４０１）。次に、得られた画像からエッジを抽出する（
Ｓ４０２）。このエッジ抽出処理は、輪郭補正処理における輪郭抽出結果をそのまま援用
してもよく、あるいはこれと別個にエッジを抽出してもよい。
【００５１】
　エッジを抽出した後、デジタル信号処理回路１８は、抽出されたエッジのパターンが、
予め決められた人物の上半身のエッジパターンと一致するか否かを判定する（Ｓ４０３）
。
【００５２】
　上半身のエッジパターンは、予めテンプレートとしてデジタル信号処理回路１８のメモ
リに記憶しておく。そして、抽出したエッジパターンが、上半身のエッジパターンと一致
する場合には、当該抽出したエッジから人体を検出する（Ｓ４０４）。
【００５３】
　図６に、撮影画像５０から人体を検出する処理を模式的に示す。ライブビュー画像５０
に人体５２が写っているものとする。人体の頭部には、円弧状のエッジ６０が存在する。
また、人体の肩部にも、曲線状のエッジ６２，６４が存在する。これらのエッジ６０，６
２，６４をテンプレートとしてメモリに記憶しておき、撮影画像から抽出したエッジにこ
れらのテンプレート６０，６２，６４と一致するパターンが存在するか否かを判定する。
もちろん、撮影画像５０内の人体５２のサイズは種々であるため、相似形のものは一致す
るとみなすことができる。もちろん、サイズの異なる複数のテンプレートを予め用意して
もよい。このように、顔部のエッジと肩部のエッジがともに検出された場合に、被写体か
ら人体を検出することができる。あるいは、頭部の直線上のエッジと、肩部の直線上のエ
ッジとの組み合わせ６６をテンプレートとして用意してもよい。
【００５４】
　以上説明したように、本実施形態によれば、人体検出（ＨＢＤ）あるいは顔検出（ＦＤ
）あるいはその両者により得られた情報から被写体の年齢を推定し、推定した年齢に基づ
いて被写体が幼児であると判定された場合に被写体の注意を喚起するような視覚的ないし
聴覚的情報を報知するので、幼児がカメラの方を向いた高品質の画像を簡易に得ることが
できる。
【００５５】
　図７に、本実施形態におけるデジタルカメラ１の外観斜視図の一例を示す。デジタルカ



(9) JP 2013-5002 A 2013.1.7

10

メラ１には、レンズ１０及びシャッタボタン１９ａが設けられるとともに、前面には、Ｌ
ＥＤ３０、ブザー３２、画像表示装置３４、ストロボ３６が設けられる。推定年齢に基づ
いて被写体が幼児であると判定された場合、デジタルカメラ１の前面に設けられたＬＥＤ
３０を点滅させ、あるいはブザー３２から音を出力し、あるいは画像表示装置３４に画像
を表示する。被写体が幼児であると判定された場合、ストロボ３６を発光させることも好
適であろう。但し、ストロボ３６を発光させる際には、露出を考慮して通常よりも弱く発
光させるのが望ましい。ＬＥＤ３０とストロボ３６のいずれかを発光させてもよく、ＬＥ
Ｄ３０とストロボ３６をともに発光させてもよい。まずＬＥＤ３０を発光させ、その後に
ストロボ３６を発光させることにより、幼児の注意を強く惹きつけることも考えられる。
【００５６】
　なお、本実施形態ではデジタルカメラについて説明したが、ビデオカメラにも同様に適
用することができる。
【符号の説明】
【００５７】
　１　デジタルカメラ、１０　レンズ、１２　シャッタ・絞り、１４　撮像素子、１６　
アナログ前処理回路、１８　デジタル信号処理回路、１９　操作スイッチ（ＳＷ）、２０
　システム制御回路、２２　データバス、２４　メモリカード、２６　液晶モニタ、２８
　バッファメモリ、３０　ＬＥＤ、３２　ブザー、３４　画像表示装置、３６　ストロボ
。

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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