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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　撮影レンズを透して被写体を撮影する撮像素子と、
　この撮像素子から出力された画像信号に基づいて被写体の顔を検出する顔検出部と、
　この顔検出部により被写体の顔が検出された後、前記被写体の顔が撮影画面内に占める
大きさを検出する画面内顔サイズ検出部と、
　前記撮影レンズの焦点距離とピント位置の情報に基づいて被写体までの距離を求める被
写体距離演算部と、
　前記撮影画面内に占める顔の大きさと被写体距離とから被写体の実際の顔の大きさを算
出する実顔サイズ算出部と、
　前記実際の顔の大きさに基づいて被写体が子供であるか否かを判定する子供判定部と、
　この子供判定部によって被写体が子供であると判定された場合に一般の撮影に適した通
常撮影モードから子供の撮影に適した子供撮影モードに切り替える制御部と
　を備えたことを特徴とする撮像装置。
【請求項２】
　前記子供撮影モードでは、前記画像信号の輝度信号に応じて通常撮影モード時よりも高
速のシャッタ速度が優先的に使用されるように絞りとシャッタ速度との関係を決める子供
撮影用の自動露出用制御プログラムが選択されることを特徴とする請求項１記載の撮像装
置。
【請求項３】
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　前記画像信号の輝度信号が所定の輝度閾値以下になった際にストロボ光を自動的に発光
するストロボ装置を設け、前記子供撮影モードでは、通常撮影モード時よりも高輝度側で
ストロボ発光が行われるように前記輝度閾値を変更する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】
　前記画像信号の輝度信号に基づいて決められるシャッタ速度が所定の速度閾値よりも遅
くなる際に手ブレ警告を表示部に表示する手ブレ警告部を設け、前記子供撮影モードでは
、前記速度閾値を通常撮影モード時よりも高速な値に変更することを特徴とする請求項１
ないし３いずれか記載の撮像装置。
【請求項５】
　シャッタレリーズ操作に伴ってシャッタ音を擬似的に発する音発生部を設け、前記子供
撮影モードでは、前記音発生部によるシャッタ音の発生を停止することを特徴とする請求
項１ないし４いずれか記載の撮像装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、撮像装置に関し、更に詳しくは被写体によって撮影モードを切り替える撮像
装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　撮像装置としては、被写体に顔を含むか否かを認識する顔認識手段と、被写体が動いて
いるか否かを検出する動体検出手段とを備え、顔認識手段と動体検出手段の出力情報に基
づいてカメラの撮影モードを自動的に設定する撮影モード自動設定カメラが知られている
（例えば特許文献１）。また、人物撮影であるか否かを判定し、自動的に人物撮影に適し
たストロボ発光を行う撮像装置が知られている（特許文献２）。
【特許文献１】特開２００３－３４４８９１号公報
【特許文献２】特開２００３－１０７５６７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　上記特許文献１，２記載の発明では、被写体が小さい子供の場合を考慮しておらず、例
えば動きがすばやい子供では、手ブレや被写体ブレが大きくなったり、逆にすやすや眠っ
ている赤ちゃんでは、シャッタ音やストロボ発光によって目を覚まさせたり、というよう
な失敗を犯しやすいという問題点がある。
【０００４】
　本発明は、上記のような問題点を解決するためになされたもので、子供を失敗なく撮影
できる撮像装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明の撮像装置は、撮影レンズを透して被写体を撮影する撮像素子と、この撮像素子
から出力された画像信号に基づいて被写体の顔を検出する顔検出部と、この顔検出部によ
り被写体の顔が検出された後、前記被写体の顔が撮影画面内に占める大きさを検出する画
面内顔サイズ検出部と、前記撮影レンズの焦点距離とピント位置の情報に基づいて被写体
までの距離を求める被写体距離演算部と、前記撮影画面内に占める顔の大きさと被写体距
離とから被写体の実際の顔の大きさを算出する実顔サイズ算出部と、前記実際の顔の大き
さに基づいて被写体が子供であるか否かを判定する子供判定部と、この子供判定部によっ
て被写体が子供であると判定された場合に一般の撮影に適した通常撮影モードから子供の
撮影に適した子供撮影モードに切り替える制御部とを備えたことを特徴とする。
【０００６】
　また、前記子供撮影モードでは、前記画像信号の輝度信号に応じて通常撮影モード時よ
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りも高速のシャッタ速度が優先的に使用されるように絞りとシャッタ速度との関係を決め
る子供撮影用の自動露出用制御プログラムが選択されることを特徴とする。
【０００７】
　また、前記画像信号の輝度信号が所定の輝度閾値以下になった際にストロボ光を自動的
に発光するストロボ装置を設け、前記子供撮影モードでは、通常撮影モード時よりも高輝
度側でストロボ発光が行われるように前記輝度閾値を変更することを特徴とする。
【０００８】
　また、前記画像信号の輝度信号に基づいて決められるシャッタ速度が所定の速度閾値よ
りも遅くなる際に手ブレ警告を表示部に表示する手ブレ警告部を設け、前記子供撮影モー
ドでは、前記速度閾値を通常撮影モード時よりも高速な値に変更することを特徴とする。
【０００９】
　また、シャッタレリーズ操作に伴ってシャッタ音を擬似的に発する音発生部を設け、前
記子供撮影モードでは、前記音発生部によるシャッタ音の発生を停止することを特徴とす
る。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明の撮像装置によれば、撮像素子から出力される画像信号に基づいて被写体の顔の
大きさを検出し、この顔の大きさに基づいて被写体が子供であるか否かを判定し、被写体
が子供であると判定された場合に通常撮影モードから子供撮影モードに切り替えるように
したので、子供の撮影を失敗することなく行うことができる。
【００１１】
　また、前記子供撮影モードでは、通常撮影モード時よりも高速のシャッタ速度が優先的
に使用されるように絞りとシャッタ速度との関係を決める子供撮影用の自動露出制御プロ
グラムが選択されるようにするのが好ましい。
【００１２】
　また、前記子供撮影モードでは、ストロボ光を発光するか否かの判断基準となる輝度閾
値を変更し、通常撮影モード時よりも高輝度側でストロボ発光が行われるようにするのが
好ましい。
【００１３】
　また、前記子供撮影モードでは、手ブレ警告を表示するか否かを決める速度閾値を通常
撮影モード時よりも高速な値に変更することが好ましい。また、前記子供撮影モードでは
、前記音発生部によるシャッタ音の発生を停止することが好ましい。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
　本発明の第１実施形態であるデジタルカメラの外観を示す図１において、デジタルカメ
ラ１０のカメラ本体１１の前面には、ズームレンズである撮影レンズ１２、ストロボ発光
部１４、オートフォーカス（ＡＦ）補助光投光窓１５及び調光センサ１６が設けられてい
る。なお、図示しないが、カメラ本体１１の左手側には、メモリカード８０（図３参照）
を装着するためのカードスロットが設けられている。
【００１５】
　カメラ本体１１の上面には、回転させることによりモードの切替を行うリング状のモー
ド切替ダイヤル１８，この中心部に設けられたシャッタボタン１９，電源スイッチ２０が
配設されている。シャッタボタン１９は２段階式に構成され、軽く押して止める「半押し
」の状態ではＡＦ及び自動露出制御（ＡＥ）が作動してＡＦとＡＥをロックし、「半押し
」から更に押し込む「全押し」の状態で撮影が実行される。
【００１６】
　図２に示すように、カメラ本体１１の背面には、液晶ディスプレイ（ＬＣＤ）２２，ズ
ームボタン２４，多機能の十字ボタン２６，メニュー／実行ボタン２７，液晶表示／戻る
ボタン２８，再生モードボタン３１，フォトモードボタン３２が設けられている。
【００１７】
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　前記ＬＣＤ２２は、撮影前に画面２２ａにスルー画を表示して電子ファインダとして使
用されるとともに、撮影した画像のプレビュー画やメモリカード８０から読み出した再生
画像の他、例えば手ブレが発生するおそれがある場合には、例えば手ブレ警告文３３「手
ブレが発生するおそれがあります。広角側へズーミングするか、ストロボ撮影に切り替え
て下さい。」（図５参照）を表示する。
【００１８】
　デジタルカメラ１０の電気的構成を示す図３において、ＣＰＵ５０は、操作部５１から
入力される各種の操作信号に応じて、Ｉ／Ｏバス５２を介してカメラ本体１１の各部を制
御する。操作部５１には、前記モード切替ダイヤル１８，シャッタボタン１９，電源ボタ
ン２０，ズームボタン２４などが含まれる。
【００１９】
　前記撮影レンズ１２は、レンズ５２と絞り５３からなる。レンズ５２は、バリエータレ
ンズである前群レンズと、フォーカシング機能をもったコンペンセータレンズである後群
レンズとからなる。レンズ５２は、ステッピングモータを含むレンズ駆動機構５４によっ
て駆動され、光学ズーム倍率の変更と焦点調節が行われる。絞り５３は、モータを含む絞
り駆動機構５５によって駆動されて絞り径が切り換えられる。レンズ駆動機構５４及び絞
り駆動機構５５は、ＣＰＵ５０に制御されるモータドライバ５６，５７によって駆動され
る。
【００２０】
　撮影レンズ１２の背後には、ＣＣＤイメージセンサ（以下単にＣＣＤという）５８が配
置されている。ＣＣＤ５８は、撮影レンズ１２を通過してその受光面に結像された被写体
光を撮像し、アナログの撮像信号を出力する。ＣＣＤ５８には、シャッタボタン１９の操
作に応じてシャッタレリーズ動作を行なう電子シャッタ機能が備えられている。この電子
シャッタ機能は、ＣＣＤ駆動部５９から入力されるタイミング信号（クロックパルス）に
基づいて制御される。
【００２１】
　スルー画表示の際にはＣＣＤ５８からフィールド画（偶数フィールド又は奇数フィール
ド）の撮像信号が読み出され、ＣＤＳ／ＡＭＰ回路６０に入力される。また、本番撮影時
にはＣＣＤ５８からフレーム画の撮像信号が読み出され、ＣＤＳ／ＡＭＰ回路６０に入力
される。
【００２２】
　前記ＣＤＳ／ＡＭＰ回路６０は、相関二重サンプリング回路（ＣＤＳ）と、増幅器（Ａ
ＭＰ）とからなる。ＣＤＳは、前記撮像信号からＲ，Ｇ，Ｂのアナログ画像信号を生成す
る。ＡＭＰは、前記Ｒ，Ｇ，Ｂのアナログ画像信号を増幅する。
【００２３】
　前記ＣＤＳ／ＡＭＰ回路６０から出力された撮像信号は、Ａ／Ｄ変換器６１によりデジ
タルの画像データに変換された後、ＤＳＰ６２の画像入力コントローラ６３に送られる。
この画像入力コントローラ６３は、バス５２を介してＣＰＵ５０に接続され、ＣＰＵ５０
の制御命令に応じてＣＣＤ５８，ＣＤＳ／ＡＭＰ回路６０、Ａ／Ｄ変換器６１を制御する
。
【００２４】
　ＤＳＰ６２は、前記ＣＰＵ５０，画像入力コントローラ６３の他、画像信号処理回路６
４，圧縮伸長処理回路６５，ビデオエンコーダ６６，ＳＤＲＡＭ７０，メディアコントロ
ーラ７１，ＡＥ検出回路７２，ＡＦ検出回路７４，フラッシュメモリ７５，顔検出処理回
路７６，被写体距離検出回路７７，タイマ回路７８，及び音声再生回路７９からなり、こ
れらはＩ／Ｏバス５２を介して接続されている。
【００２５】
　画像処理回路６４は、デジタルのＲ，Ｇ，Ｂの画像データに対して、階調変換、ホワイ
トバランス補正、γ補正処理などの各種画像処理と、ＹＣ変換処理とを施す。撮影モード
下で撮影処理が実行される前には、画像信号処理回路６４に入力されたスルー画の画像デ
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一時的に書き込まれる。
【００２６】
　ＳＤＲＡＭ７０には、連続した２フィールド画分を記憶するスルー画用のメモリ領域が
あり、一方から読み出し中に、他方に書き込みをする。ビデオエンコーダ６６は、ＳＤＲ
ＡＭ７０に書き込まれた画像データをコンポジット信号に変換し、ＬＣＤ２２にスルー画
像として表示する。
【００２７】
　また、撮影処理が実行されたときには、画像信号処理回路６４に入力されたフレーム画
の画像データは、本格的な画像処理とＹＣ変換処理とが施され、ＳＤＲＡＭ７０に一時的
にストアされた後、圧縮伸長処理回路６５で圧縮処理が施されてから、メディアコントロ
ーラ７１を介してメモリカード８０に記憶される。
【００２８】
　前記ＡＥ検出回路７２は、撮像信号の輝度信号を積分演算し、得られた測光データとし
ての輝度積分値をＣＰＵ５０に送る。また、ＡＦ検出回路７４は、撮像信号を空間周波数
成分に分解し、このうち高周波数成分のコントラストデータをＣＰＵ５０に送る。ＣＰＵ
５０は、モータドライバ５７を介してレンズ駆動機構５５を制御し、フォーカシングレン
ズを光軸方向に進退させて、被写体像の高周波数成分のコントラストが最も高くなる位置
で停止させる。
【００２９】
　前記フラッシュメモリ７５は、周知の不揮発性メモリであり、各種のプログラムやデー
タ，各種制御用のパラメータ等が記憶されている。
【００３０】
　顔検出処理回路７６は、ＳＤＲＡＭ７０からスルー画（フィールド画）の画像データを
読み込み、この画像データ（以下スルー画データという）から被写体の両眼を検出するこ
とによって被写体の顔を検出する。
【００３１】
　被写体の両眼を検出する際には、スルー画データの画像を格子状に分割し（例えば１６
×１６）、各分割領域に含まれるＲ，Ｇ，Ｂの各色信号の信号レベルから、皮膚と推定さ
れる肌色の画素を多く含む分割領域を選び出す。さらに、肌色の画素を多く含む領域から
眼部の白色の画素と瞳と推定される黒色の画素を有する領域を選び出し、その領域から画
像上の被写体の両眼の位置座標を求め、両眼の位置座標の中点を代表点として顔の位置が
求められる。
【００３２】
　顔検出処理回路７６は、検出された被写体の両眼の位置座標から、その周囲の肌色の画
素を多く含む領域を顔領域と見なす。なお、顔領域が複数個検出された場合（被写体の両
眼が２対以上検出された場合）には、撮影画面の中心付近にある顔領域を主要な被写体の
顔領域であると見なす。
【００３３】
　被写体距離検出回路７７は、撮影レンズ１２の焦点距離情報（レンズ５２の変倍情報（
ズーム位置）によって決まる）と、フォーカス位置情報（レンズ５２の後群レンズの位置
情報）とから、フラッシュメモリ７５に予め格納してある下記の表１に示すようなルック
アップテーブルを参照して、被写体までの距離を求める。これは被写体距離検出回路７７
内で行われる。
【００３４】
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【表１】

【００３５】
　ＣＰＵ５０は、前記顔検出処理回路７６から得られた顔領域がスルー画の全領域に占め
る縦方向の長さを検出し、これからＣＣＤ５８の結像面での長さａを算出し、これと、レ
ンズ５２からＣＣＤ５８の結像面までの距離ｘとから、図４に示すように、被写体距離検
出回路７７から得られた被写体距離をｙ、被写体の顔サイズ（縦方向の長さ）をｂとする
と、ａ：ｂ＝ｘ：ｙが成り立つから、ｂ＝ａ・ｙ／ｘによって被写体の顔サイズｂを求め
る。なお、レンズ５２からＣＣＤ５８の結像面までの距離ｘはデジタルカメラ１０の設計
時に決まる一定値である。
【００３６】
　ＣＰＵ５０は、被写体の顔サイズｂを求めた後、この顔サイズｂと、所定の顔サイズ閾
値とを比較し、顔サイズｂが顔サイズ閾値よりも小さい場合には、被写体が小さい子供で
あると判定して、フラッシュメモリ７５から読み出して用いるシャッタ制御用のプログラ
ム線図とストロボ発光用の輝度閾値を子供撮影用に変更する。なお、前記小さい子供とは
、例えば５歳以下の子供とし、前記顔サイズ閾値は、５歳以下の子供１００人の顔の長さ
を各々測定し、極端に短い顔や長い顔を除いて平均的な値をとったもので、例えば１６０
ｍｍとする。
【００３７】
　ここで、前記プログラム線図について説明する。プログラム線図には、通常撮影モード
で用いられる通常撮影用プログラムＡＥのプログラム線図（図６参照）と、子供撮影モー
ドで用いられる子供撮影用プログラムＡＥのプログラム線図（図７参照）とが用意されて
いる。
【００３８】
　なお、図６，図７に記載した絞りとシャッタ速度の各値は、ＣＣＤ５８の感度（ゲイン
）がＩＳＯ２００相当であるとした場合の値である。また、絞り５３の絞り値は、Ｆ２．
９～Ｆ８の範囲で約１／３絞りずつ変更される。
【００３９】
　前記通常撮影プログラムＡＥのプログラム線図は、図６に示すように、被写体輝度（Ｅ
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Ｖ）が上昇するにつれて、絞り５３の開口径が段階的に小さくなる（絞り値が大きくなる
）とともに、シャッタ速度が各絞り値毎に１／２ＴＶ～１ＴＶの範囲内で変位し、全体と
しては、被写体輝度が上昇するにつれて絞り値とシャッタ速度の両方が順次に上昇する。
【００４０】
　また、被写体輝度が９．５ＥＶよりも低い（暗い）撮影環境下では、絞り５３は絞り値
Ｆ２．９よりも開くことができないから、暗さが増すにつれて、ＣＣＤ５８の感度（ゲイ
ン）を１段（＋１ＳＶ（２倍））ずつ２段（＋２ＳＶ（４倍））まで上げ、シャッタ速度
を１／２５０（秒）と１／５００（秒）の中間の速度から１／８（秒）までの間で変化さ
せる。
【００４１】
　前記子供撮影用プログラムＡＥのプログラム線図は、図７に示すように、被写体輝度が
１３～１６ＥＶの輝度範囲では、シャッタ速度は９．６５～１０ＴＶ（１／２０００（秒
）よりも１／３段遅いシャッタ速度～１／２０００（秒））の範囲内に納まっており、絞
り５３はＦ２．９～Ｆ８の範囲内で約１／３絞り分ずつ変化する。すなわち、比較的明る
い撮影環境下では、シャッタ速度が常に１／２０００（秒）よりも１／３段遅いシャッタ
速度～１／２０００（秒）と、非常に高速であるから、動きが速い子供を追いかけて撮影
する場合でも、手ブレ及び被写体ブレがきわめて起きにくい。
【００４２】
　また、被写体輝度が９．５～１３ＥＶの輝度範囲では、Ｆ２．９（開放絞り）のままシ
ャッタ速度が１／１２５（秒）と１／５００（秒）との中間速度～１／２０００（秒）の
範囲で変化するため、やはり手ブレを起こしにくい。また、被写体輝度が９．５ＥＶより
も暗くなったら、暗さが増すにつれて、ＣＣＤ５８の感度（ゲイン）を１段（＋１ＳＶ（
２倍））ずつ２段（＋２ＳＶ（４倍））まで上げ、シャッタ速度を１／２５０（秒）と１
／５００（秒）の中間速度から１／８（秒）までの間で変化させる。
【００４３】
　また、子供撮影用プログラムＡＥのプログラム線図は、上記の例に限らず、図８に示す
ように、早い段階から（被写体輝度が１２ＥＶよりも暗くなったら）、暗さが増すにつれ
て、ＣＣＤ５８の感度（ゲイン）を１段（＋１ＳＶ（２倍））ずつ２段（＋２ＳＶ（４倍
））まで上げ、シャッタ速度を１／２０００（秒）から１／８（秒）までの間で変化させ
るようにしてもよい。
【００４４】
　また、ストロボ撮影を行うか否かを判断する際に用いられる輝度閾値は、ＣＣＤ５８の
感度がＩＳＯ２００相当の場合、被写体が子供でないと判定された際には、例えば９ＥＶ
とし、被写体が子供であると判定された際には、例えば１０ＥＶとする。
【００４５】
　また、ＣＰＵ５０は、シャッタ速度が撮影レンズ１２の焦点距離の逆数よりも遅くなっ
たら、前記手ブレ警告文３３（図５参照）を表示して広角側へズーミングするように促す
。なお、撮影レンズ１２の焦点距離の逆数を手ブレ限界速度（手ブレ警告を行うか否かの
判定基準となる速度閾値）という。また、被写体が子供であると判定された場合には、前
記手ブレ限界速度を高速側に１段シフトさせ、早い段階で手ブレ警告を表示する。
【００４６】
　前記タイマ回路７８は、スルー画表示中に測光値の変化量が所定値以上に変化しない時
間を測定する。また、前記音声再生回路７９は、ＣＰＵ５０からの指令信号に従ってメカ
ニカルシャッタの駆動音を擬似的に再現する擬似シャッタ音や操作ミスを知らせるビープ
音等の効果音データをフラッシュメモリ７５から読み出し、スピーカ８１によって再生す
る。なお、前記擬似シャッタ音やビープ音は、複数種類が用意されており、ユーザがこれ
らから自由に選択できる。
【００４７】
　次に、上記実施形態の作用について説明する。デジタルカメラ１０を使用するには、ま
ず電源ボタン２０を押圧する。これにより、撮影レンズ１２が沈胴位置から突出して撮影
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準備が完了する。次に、静止画撮影モードにセットすると、スルー画表示が開始される（
ｓｔ１）とともに、タイマ回路７８がリセットされる（ｓｔ２）。
【００４８】
　スルー画表示では、ＣＣＤ５８からフィールド画（偶数フィールド又は奇数フィールド
）が読み出され、画像処理回路６４によって簡易な画像処理とＹＣ変換処理とが施されて
からＳＤＲＡＭ７０に一時的に書き込まれる。ビデオエンコーダ６６は、ＳＤＲＡＭ７０
に書き込まれた画像データをコンポジット信号に変換し、ＬＣＤ２２にスルー画像として
表示する。
【００４９】
　スルー画の表示中には、一定時間間隔で、ＡＦ制御、ＡＥ制御がなされる。ＡＥ検出回
路７２によって撮像信号の輝度信号が取得され、これが積分演算され、得られた輝度積分
値（測光値）がＣＰＵ５０に送られる（ｓｔ３）。
【００５０】
　ＣＣＤ５８から最初に読み出されたフィールド画の測光値と次に読み出されたフィール
ド画の測光値との差を算出し、この値すなわち測光値の変化が所定値（例えば１ＥＶ）よ
りも小さい場合（ｓｔ４）には、被写体の輝度がほとんど変化していないからタイマ回路
７８が作動を開始する（ｓｔ５）。
【００５１】
　前記ＳＤＲＡＭ７０に書き込まれたスルー画は、顔検出処理回路７６に読み込まれ、被
写体の顔検出が行われる（ｓｔ６）。被写体の顔が検出されない場合には（ｓｔ７）、Ａ
Ｆ領域を画像の中心領域に設定する（ｓｔ８）。また、被写体の顔が検出された場合には
（ｓｔ７）、ＡＦ領域を画像の顔領域に設定する（ｓｔ９）。そして、ＡＦ処理が実行さ
れる（ｓｔ１０）。このＡＦ処理では、レンズ５２の中のフォーカシングレンズが光軸方
向に進退され、被写体像の高周波数成分のコントラストが最も高くなる位置で停止される
。
【００５２】
　シャッタボタン１９を半押し（Ｓ１）すると（ｓｔ１１）、顔検出処理回路７６により
あらためて顔の検出が行われ（ｓｔ１２）、顔領域に合焦しているか否かが確認される（
ｓｔ１３）。これにより、スルー画表示の際には止まっていた子供が撮影直前に突然動き
出して失敗するというおそれがない。
【００５３】
　顔領域に合焦している場合には、そのときの前群レンズの位置すなわちズーム位置が検
出される（ｓｔ１４）。このズーム位置とフォーカス位置の情報（レンズ５２の後群レン
ズの位置情報）とから、被写体距離検出回路７７は、前記表１に示すルックアップテーブ
ルを参照して、被写体距離を求める（ｓｔ１５）。
【００５４】
　ＣＰＵ５０は、前記顔領域の縦方向の長さａと、被写体距離検出回路７７から得られた
被写体距離ｘとから、ｂ＝ａ・ｙ／ｘによって被写体の顔サイズｂ（縦方向の長さ）を求
める（ｓｔ１６）。
【００５５】
　顔サイズｂと所定サイズ（顔サイズ閾値）とが比較され（ｓｔ１７）、顔サイズｂが顔
サイズ閾値よりも小さい場合には、被写体が子供であると判定される。これにより、子供
撮影用プログラムＡＥのプログラム線図（図７参照）がフラッシュメモリ７５から読み出
され（ｓｔ１８）、このプログラム線図に従って以降の撮影における絞りとシャッタ速度
との組み合わせが決定される。
【００５６】
　また、前記ストロボ発光用の輝度閾値が子供撮影用の１０ＥＶに設定され（ｓｔ１９）
、薄暗くなってきた早い段階からストロボ撮影が行われるようになる。また、さらに手ブ
レ限界速度を高速側に１段シフトさせる（ｓｔ２０）。この時点で、子供撮影用プログラ
ムＡＥのプログラム線図によって決められるシャッタ速度が子供用の手ブレ限界速度より
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も低速である場合には、すぐに手ブレ警告文３３をＬＣＤ２２に表示する。
【００５７】
　また、前記測光値の変化が所定値よりも小さい状態が継続しており、ステップ５から開
始しているタイマ回路７８の計測時間（タイマ値）が所定値（例えば１０秒間）以上であ
る場合には（ｓｔ２１）、音設定を音声再生回路７９による擬似シャッタ音やビープ音等
の効果音データの再生を停止する「音なし」に設定する（ｓｔ２２）。これにより、例え
ば眠っている赤ちゃんをびっくりさせるようなことが防止される。
【００５８】
　また、前記ステップ１７（ｓｔ１７）において、顔サイズｂが顔サイズ閾値以上の大き
さである場合には、被写体が大人であると判定される。これにより、通常撮影用プログラ
ムＡＥのプログラム線図（図６参照）がフラッシュメモリ７５から読み出され（ｓｔ２３
）、このプログラム線図に従って以降の撮影における絞りとシャッタ速度との組み合わせ
が決定される。また、ストロボ発光用の輝度閾値が通常撮影用の９ＥＶに設定される（ｓ
ｔ２４）。また、手ブレ限界速度が通常用に設定される（ｓｔ２５）。また、音設定は、
ユーザが予め選択した種類の擬似シャッタ音やビープ音等が再生される「音あり」に設定
される（ｓｔ２６）。
【００５９】
　続いてシャッタボタン１５を全押しすると、子供撮影用プログラムＡＥまたは通常撮影
用プログラムＡＥのプログラム線図に従って、絞りのセット，ＣＣＤ３４の電子シャッタ
の作動による本番撮影が行われる。本番撮影で撮影されたフレーム画は、ＣＤＳ／ＡＭＰ
回路６０，Ａ／Ｄ変換器６１を経て画像信号処理回路６４にて各種の画像処理が施された
後、圧縮伸長処理回路６５にて圧縮処理されてからメディアコントローラ７１を介してメ
モリカード８０に記録される。
【００６０】
　以上説明した実施形態では、顔領域が複数個検出された場合には、撮影画面の中心付近
にある顔領域を主要な被写体の顔領域であると見なすようにしたが、本発明はこれに限定
されることなく、例えば、最初に検出された顔領域や撮影画面内で最も領域面積が大きい
顔領域が主要な被写体の顔領域であると見なすようにしてもよい。
【００６１】
　また、上記実施形態では、音なしに設定された場合には、特にストロボ発光を禁止する
ようには設定しなかったが、眠っている赤ちゃんやペットを撮影するシーンと考えられる
ので、より好ましくは、音の他に、ストロボ発光も禁止するように設定する。
【００６２】
　また、上記実施形態では、「子供」は５歳以下としたが、本発明はこれに限定されるこ
となく、例えば４歳以下や６歳以下としてもよい。また、子供か否かの判定基準となる顔
サイズ閾値を１６０ｍｍとしたが、本発明はこれに限定されることなく、例えば１５０ｍ
ｍや１６５ｍｍでもよい。
【００６３】
　また、上記プログラム線図は、一例であって、子供撮影用では、通常よりも高速なシャ
ッタ速度を優先的に用いるようにしてあればよく、上記プログラム線図に限らないのは勿
論である。また、上記警告文は一例であって、同様の趣旨を表すものであれば、別の警告
文でもよい。
【００６４】
　また、上記実施形態では、撮像素子としてＣＣＤを用いたが、本発明はこれに限定され
ることなく、例えばＣＭＯＳイメージセンサでもよい。また、上記実施形態は、撮像装置
としてデジタルカメラを採用したが、カメラ付き携帯電話やカメラ付きＰＤＡなどでもよ
い。
【図面の簡単な説明】
【００６５】
【図１】本発明の実施形態であるデジタルカメラを正面側から示す斜視図である。
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【図２】デジタルカメラの背面を示す平面図である。
【図３】デジタルカメラの電気的構成を示すブロック図である。
【図４】被写体の顔サイズの求め方を示す説明図である。
【図５】警告文の一例を示す説明図である。
【図６】通常撮影用プログラムＡＥのプログラム線図である。
【図７】子供撮影用プログラムＡＥのプログラム線図である。
【図８】別の子供撮影用プログラムＡＥのプログラム線図である。
【図９】本発明の主要なシーケンスを示すフローチャートである。
【符号の説明】
【００６６】
　１０　デジタルカメラ
　１２　撮影レンズ
　１４　ストロボ発光部
　２２　ＬＣＤ
　３３　警告文
　５０　ＣＰＵ
　５８　ＣＣＤ
　７６　顔検出処理回路
　７７　被写体距離検出回路
　７８　タイマ回路
　７９　音声再生回路

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】

【図６】 【図７】
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