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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　入力される入力画像に所定の対象物が含まれているか否かを判定するための複数の判定
情報から、ユーザによる操作入力に基づいて少なくとも一つの判定情報を選択する選択手
段と、
　前記入力画像から前記選択された判定情報に係る対象物を検出する検出手段と、
　前記検出手段により前記選択された判定情報に係る対象物が検出されたタイミングに基
づいて、前記入力画像を記録手段に記録させる記録制御手段と、
　前記記録制御手段により入力画像が記録された際における当該入力画像の評価を行う画
像評価手段と、
　前記画像評価手段による評価結果に応じて、前記選択された判定情報に係る対象物に関
連付けられている音声情報を出力させる音声出力制御手段と
を具備する画像処理装置。
【請求項２】
　前記対象物には、前記画像評価手段により求められる複数の評価結果毎に異なる音声情
報が関連付けられ、
　前記音声出力制御手段は、前記記録制御手段により入力画像が記録された際には、前記
選択された判定情報に係る対象物に関連付けられている音声情報のうちから、当該入力画
像に係る前記画像評価手段による評価結果に関連付けられている音声情報を出力させる
請求項１記載の画像処理装置。
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【請求項３】
　前記音声出力制御手段は、前記検出手段により前記選択された判定情報に係る対象物が
検出されたタイミングに基づいて、前記選択された判定情報に係る対象物に関連付けられ
ている音声情報を出力させる請求項１記載の画像処理装置。
【請求項４】
　前記対象物は、動物の顔であり、
　前記音声情報は、前記動物の鳴き声である
請求項１記載の画像処理装置。
【請求項５】
　前記対象物は、人間の赤ちゃんの顔であり、
　前記音声情報は、人間の赤ちゃんを呼びかける声である
請求項１記載の画像処理装置。
【請求項６】
　前記操作入力に基づいて複数の対象物のうちから複数の対象物を指定する指定手段をさ
らに具備し、
　前記記録制御手段は、前記指定された複数の対象物のうちの少なくとも一つの対象物が
検出されたタイミングに基づいて前記入力画像を記録させる
請求項１記載の画像処理装置。
【請求項７】
　前記操作入力を受け付けるためのタッチパネルをさらに具備する請求項１記載の画像処
理装置。
【請求項８】
　前記入力画像は撮像手段の撮像に基づいて生成され、
　前記検出された対象物に基づいて所定のパラメータを設定することにより、前記撮像手
段を制御する撮像制御手段をさらに具備する
請求項１記載の画像処理装置。
【請求項９】
　ユーザによる操作入力に基づいて複数の対象物から少なくとも一つを選択する選択手段
と、
　前記選択された対象物と当該対象物の向きとを、入力画像から検出する対象物検出手段
と、
　前記選択された対象物が検出されたタイミングに基づいて、前記複数の対象物のそれぞ
れに関連付けられている音声情報のうちから、前記検出された対象物と当該対象物の向き
とに関連付けられている音声情報を出力させる音声出力制御手段と、
　前記検出された対象物に係る前記音声情報が出力された後に前記入力画像を記録手段に
記録させる記録制御手段と
を具備する画像処理装置。
【請求項１０】
　前記対象物検出手段は、前記選択された対象物の向きとして前記選択された対象物の正
面または側面を前記入力画像から検出し、
　前記音声出力制御手段は、前記選択された対象物の側面が検出された際には前記選択さ
れた対象物と当該対象物の側面とに関連付けられている音声情報を出力させ、前記選択さ
れた対象物の正面が検出された際には前記選択された対象物と当該対象物の正面とに関連
付けられている音声情報を出力させ、
　前記記録制御手段は、前記選択された対象物と当該対象物の正面とに関連付けられてい
る音声情報が出力された後に前記入力画像を記録させる
請求項９記載の画像処理装置。
【請求項１１】
　前記音声出力制御手段は、前記選択された対象物の側面が検出された後に当該対象物の
正面が検出されると当該正面が検出された対象物に係る前記音声情報を出力させる請求項
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１０記載の画像処理装置。
【請求項１２】
　前記記録制御手段は、前記検出された対象物に係る前記音声情報が出力された直後にお
ける前記入力画像を記録させる請求項９記載の画像処理装置。
【請求項１３】
　前記音声出力制御手段は、前記操作入力を受け付けた際に前記選択された対象物に関連
付けられている音声情報を出力させ、前記選択された対象物が検出された際に前記検出さ
れた対象物に関連付けられている音声情報を出力させる請求項９記載の画像処理装置。
【請求項１４】
　前記選択手段は、前記操作入力に基づいて複数の対象物を選択し、
　前記音声出力制御手段は、前記選択された複数の対象物のうちの少なくとも一つの対象
物が検出された際に前記検出された対象物に関連付けられている音声情報を出力させる
請求項９記載の画像処理装置。
【請求項１５】
　入力される入力画像に所定の対象物が含まれているか否かを判定するための複数の判定
情報から、ユーザによる操作入力に基づいて少なくとも一つの判定情報が選択されている
場合に、前記入力画像から前記選択された判定情報に係る対象物を検出する検出手順と、
　前記検出手順で前記選択された判定情報に係る対象物が検出されたタイミングに基づい
て、前記入力画像を記録手段に記録させる記録制御手順と、
　前記記録制御手順で入力画像が記録された際における当該入力画像の評価を行う画像評
価手順と、
　前記画像評価手順での評価結果に応じて、前記選択された判定情報に係る対象物に関連
付けられている音声情報を出力させる音声出力制御手順と
を具備する画像記録方法。
【請求項１６】
　入力される入力画像に所定の対象物が含まれているか否かを判定するための複数の判定
情報から、ユーザによる操作入力に基づいて少なくとも一つの判定情報が選択されている
場合に、前記入力画像から前記選択された判定情報に係る対象物を検出する検出手順と、
　前記検出手順で前記選択された判定情報に係る対象物が検出されたタイミングに基づい
て、前記入力画像を記録手段に記録させる記録制御手順と、
　前記記録制御手順で入力画像が記録された際における当該入力画像の評価を行う画像評
価手順と、
　前記画像評価手順での評価結果に応じて、前記選択された判定情報に係る対象物に関連
付けられている音声情報を出力させる音声出力制御手順と
をコンピュータに実行させるプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、画像処理装置に関し、特に、画像から動物等の対象物を検出することが可能
な画像処理装置および画像記録方法ならびに当該方法をコンピュータに実行させるプログ
ラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、人物等の被写体を撮像して撮像画像を生成し、この撮像画像を記録するデジタル
スチルカメラ等の撮像装置が普及している。また、近年では、犬や猫等の動物に関心を持
つ人が増えつつあり、これらの動物を自宅内で飼う家庭も多く存在する。
【０００３】
　ここで、デジタルスチルカメラ等の撮像装置を用いて記録された撮像画像については、
画像データとして保存することができるとともに、画像データの消去も容易であるため、
最近では、興味のある対象物を頻繁に撮影する人も多く存在する。例えば、自宅内で飼っ
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ている動物を撮像することも広く行われている。
【０００４】
　しかしながら、撮像の対象となる被写体が犬や猫等の動物である場合には、その動物が
撮影者からの指示を理解できないため、撮影者がその動物に撮像装置を向けた場合でも、
その動物が撮影者の好みの姿勢となるとは限らない。例えば、犬の顔の正面を撮影するた
め、撮影者が撮像装置をその犬の正面に向けた場合でも、その犬が顔の正面を撮像装置に
向けてくれるとは限らない。また、その犬の顔の正面に撮影者が撮像装置を向けた場合で
も、その犬が他の方向を向いてしまうおそれも考えられる。このため、例えば、犬や猫等
の動物の顔の正面を撮影する場合には、その動物の顔の正面を撮像装置側に向かせること
が重要となる。
【０００５】
　そこで、例えば、ユーザによりレリーズボタンが半押しされると、被写体となるペット
が興味を持つ音をカメラから出力し、そのペットがカメラに向いたと判断したユーザによ
りレリーズボタンが全押しされると、この全押しの際の被写体像を銀塩フィルムに露光さ
せるカメラが提案されている（例えば、特許文献１参照。）。
【特許文献１】特開２００２－１０７８０７号公報（図５）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　上述の従来技術によれば、被写体となるペットが興味を持つ音を出力することにより、
そのペットの興味をカメラ側に向かせる可能性を高めることができる。そして、そのペッ
トの正面がカメラ側に向いた際に、ユーザがレリーズボタンを全押しすることにより、正
面を向いたペットの撮像画像を記録することができる。
【０００７】
　しかしながら、犬や猫等の動物は、少しの音の変化等に興味を持ち、その顔を撮像装置
側に向けることが考えられるものの、すぐに別の方向を向いてしまうおそれもある。また
、犬や猫等の動物は、落ち着きのない動きをすることが多く、レリーズボタンを全押しす
る適切なタイミングをユーザが捕らえることが困難であるおそれがある。
【０００８】
　このように、撮影者からの指示を理解できない動物についてその顔の正面の撮像画像を
記録するためには、その動物の顔が撮像装置側に向いた際における適切なタイミングで撮
像画像を記録することが重要である。また、撮影者からの指示を理解できない赤ちゃんに
ついても、同様に、赤ちゃんの顔が撮像装置側に向いた際における適切なタイミングで撮
像画像を記録することが重要である。
【０００９】
　そこで、本発明は、撮影者からの指示を理解できない対象物の画像を適切に記録するこ
とを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明は、上記課題を解決するためになされたものであり、その第１の側面は、入力さ
れる入力画像に所定の対象物が含まれているか否かを判定するための複数の判定情報から
、ユーザによる操作入力に基づいて少なくとも一つの判定情報を選択する選択手段と、上
記入力画像から上記選択された判定情報に係る対象物を検出する検出手段と、上記検出手
段により上記選択された判定情報に係る対象物が検出されたタイミングに基づいて、上記
入力画像を記録手段に記録させる記録制御手段と、上記記録制御手段により入力画像が記
録された際における当該入力画像の評価を行う画像評価手段と、上記画像評価手段による
評価結果に応じて、上記選択された判定情報に係る対象物に関連付けられている音声情報
を出力させる音声出力制御手段とを具備する画像処理装置および画像記録方法ならびに当
該方法をコンピュータに実行させるプログラムである。これにより、ユーザによる操作入
力に基づいて選択された対象物に係る判定情報を用いてその対象物を入力画像から検出す
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ると、その対象物が検出されたタイミングに基づいて入力画像を記録させ、その記録時に
おける入力画像の評価を行い、この評価結果に応じて音声情報を出力させるという作用を
もたらす。
　また、この第１の側面において、上記対象物には、上記画像評価手段により求められる
複数の評価結果毎に異なる音声情報が関連付けられ、上記音声出力制御手段は、上記記録
制御手段により入力画像が記録された際には、上記選択された判定情報に係る対象物に関
連付けられている音声情報のうちから、当該入力画像に係る上記画像評価手段による評価
結果に関連付けられている音声情報を出力させるようにしてもよい。これにより、入力画
像が記録された際には、その入力画像に係る評価結果に関連付けられている音声情報を出
力させるという作用をもたらす。
【００１１】
　また、この第１の側面において、上記音声出力制御手段は、上記検出手段により上記選
択された判定情報に係る対象物が検出されたタイミングに基づいて、上記選択された判定
情報に係る対象物に関連付けられている音声情報を出力させるようにしてもよい。これに
より、入力画像が記録された際に、検出された対象物に関連付けられている音声情報を出
力させるという作用をもたらす。この場合において、上記対象物を動物の顔とし、上記音
声情報を上記動物の鳴き声とするようにしてもよい。これにより、動物の顔を入力画像か
ら検出すると、この検出された動物の鳴き声を出力させるという作用をもたらす。また、
この場合において、上記対象物を人間の赤ちゃんの顔とし、上記音声情報を人間の赤ちゃ
んを呼びかける声とするようにしてもよい。これにより、赤ちゃんの顔を入力画像から検
出すると、この赤ちゃんを呼びかける声を出力させるという作用をもたらす。
【００１３】
　また、この第１の側面において、上記操作入力に基づいて複数の対象物のうちから複数
の対象物を指定する指定手段をさらに具備し、上記記録制御手段は、上記指定された複数
の対象物のうちの少なくとも一つの対象物が検出されたタイミングに基づいて上記入力画
像を記録させるようにしてもよい。これにより、指定された複数の対象物のうちの少なく
とも一つの対象物が検出されたタイミングに基づいて入力画像を記録させるという作用を
もたらす。
【００１４】
　また、この第１の側面において、上記操作入力を受け付けるためのタッチパネルをさら
に具備するようにしてもよい。これにより、タッチパネルを用いて対象物が指定されると
いう作用をもたらす。
【００１５】
　また、この第１の側面において、上記入力画像は撮像手段の撮像に基づいて生成され、
上記検出された対象物に基づいて所定のパラメータを設定することにより、上記撮像手段
を制御する撮像制御手段をさらに具備するようにしてもよい。これにより、検出された対
象物に基づいて、所定のパラメータを設定することにより撮像制御を行うという作用をも
たらす。
【００１６】
　また、本発明の第２の側面は、ユーザによる操作入力に基づいて複数の対象物から少な
くとも一つを選択する選択手段と、上記選択された対象物と当該対象物の向きとを、入力
画像から検出する対象物検出手段と、上記選択された対象物が検出されたタイミングに基
づいて、上記複数の対象物のそれぞれに関連付けられている音声情報のうちから、上記検
出された対象物と当該対象物の向きとに関連付けられている音声情報を出力させる音声出
力制御手段と、上記検出された対象物に係る上記音声情報が出力された後に上記入力画像
を記録手段に記録させる記録制御手段とを具備する画像処理装置および画像記録方法なら
びに当該方法をコンピュータに実行させるプログラムである。これにより、選択された対
象物を入力画像から検出すると、この検出された対象物とその対象物の向きとに係る音声
情報を出力させ、この音声情報が出力された後に入力画像を記録させるという作用をもた
らす。
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【００１７】
　また、この第２の側面において、上記対象物検出手段は、上記選択された対象物の向き
として上記選択された対象物の正面または側面を上記入力画像から検出し、上記音声出力
制御手段は、上記選択された対象物の側面が検出された際には上記選択された対象物と当
該対象物の側面とに関連付けられている音声情報を出力させ、上記選択された対象物の正
面が検出された際には上記選択された対象物と当該対象物の正面とに関連付けられている
音声情報を出力させ、上記記録制御手段は、上記選択された対象物と当該対象物の正面と
に関連付けられている音声情報が出力された後に上記入力画像を記録させるようにしても
よい。これにより、選択された対象物の正面または側面を入力画像から検出すると、この
正面または側面が検出された対象物に係る音声情報を出力させ、選択された対象物の正面
が検出された際に、この正面が検出された対象物に係る音声情報が出力されると、入力画
像を記録させるという作用をもたらす。この場合において、上記音声出力制御手段は、上
記選択された対象物の側面が検出された後に当該対象物の正面が検出されると当該正面が
検出された対象物に係る上記音声情報を出力させるようにしてもよい。これにより、選択
された対象物の側面が検出された後にその対象物の正面が検出されると、その対象物に係
る音声情報を出力させるという作用をもたらす。
【００１８】
　また、この第２の側面において、上記記録制御手段は、上記検出された対象物に係る上
記音声情報が出力された直後における上記入力画像を記録させるようにしてもよい。これ
により、検出された対象物に係る音声情報が出力された直後における入力画像を記録させ
るという作用をもたらす。
【００１９】
　また、この第２の側面において、上記音声出力制御手段は、上記操作入力を受け付けた
際に上記選択された対象物に関連付けられている音声情報を出力させ、上記選択された対
象物が検出された際に上記検出された対象物に関連付けられている音声情報を出力させる
ようにしてもよい。これにより、操作入力が受け付けられた際に、選択された対象物に係
る音声情報を出力させ、また、選択された対象物が検出された際に、この検出された対象
物に係る音声情報を出力させるという作用をもたらす。
【００２０】
　また、この第２の側面において、上記選択手段は、上記操作入力に基づいて複数の対象
物を選択し、上記音声出力制御手段は、上記選択された複数の対象物のうちの少なくとも
一つの対象物が検出された際に上記検出された対象物に関連付けられている音声情報を出
力させるようにしてもよい。これにより、選択された複数の対象物のうちの少なくとも一
つの対象物が検出された際に、この検出された対象物に係る音声情報を出力させるという
作用をもたらす。
【発明の効果】
【００２１】
　本発明によれば、撮影者からの指示を理解できない対象物の画像を適切に記録すること
ができるという優れた効果を奏し得る。

【発明を実施するための最良の形態】
【００２２】
　次に本発明の実施の形態について図面を参照して詳細に説明する。
【００２３】
　図１は、本発明の実施の形態における撮像装置１００の一構成例を示すブロック図であ
る。撮像装置１００は、レンズ１１１と、撮像部１１２と、システム制御部１２０と、記
憶装置部１３０と、外部Ｉ／Ｆ部１４０と、記録部１５０と、音声記憶部１６０と、操作
入力部１７０と、表示部１８０と、音声出力部１９０と、カメラ制御部２００とを備える
。撮像装置１００は、例えば、被写体を撮像して画像データを生成し、この画像データに
ついて画像解析により各特徴量を抽出し、この抽出された各特徴量を用いて各種画像処理
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を施すことが可能なデジタルスチルカメラによって実現することができる。
【００２４】
　レンズ１１１は、被写体からの光を集光する複数のレンズ（ズームレンズ、フォーカス
レンズ等）から構成され、入射された被写体からの光がこれらのレンズを介して撮像部１
１２に供給される。
【００２５】
　撮像部１１２は、電子シャッター機能を有する撮像素子（図示せず）と、この撮像素子
の出力信号を処理して撮像画像を生成する信号処理部（図示せず）とを備える。すなわち
、撮像部１１２において、レンズ１１１を介して入射された被写体の光学像が撮像素子の
撮像面に結像され、この状態で撮像素子が撮像動作を行い、信号処理部が撮像信号に対し
て信号処理を行うことにより、撮像画像が生成される。そして、生成された撮像画像が記
憶装置部１３０に供給されて保存される。なお、撮像画像の生成に用いられるカメラパラ
メータ（撮像パラメータ）が、カメラ制御部２００により順次決定される。
【００２６】
　カメラ制御部２００は、記憶装置部１３０を介して撮像部１１２から供給される撮像画
像、および、システム制御部１２０からの制御に基づいて、撮像部１１２を制御するもの
である。なお、カメラ制御部２００については、図２を参照して詳細に説明する。
【００２７】
　システム制御部１２０は、撮像装置１００全体の制御を行うものである。例えば、シス
テム制御部１２０は、操作入力部１７０により受け付けられたユーザからの操作入力に応
じた制御を行う。また、システム制御部１２０は、表示部１８０に表示されるメニュー画
面等の表示、記録部１５０に対する撮像画像の記録や読出し、外部Ｉ／Ｆ部１４０を介し
た外部コンピュータやネットワークとの通信等を制御する。さらに、システム制御部１２
０は、撮像動作中のモニタリング時には、撮像部１１２により生成された撮像画像を表示
部１８０に表示させる制御を行う。また、システム制御部１２０は、指定対象物自動撮影
モードが設定されている場合において、指定された対象物の検出の有無に基づいて、音声
記憶部１６０に記憶されている音声情報の音声出力部１９０からの出力制御（効果音の再
生制御）、および、撮像画像の記録部１５０への記録制御を行う。ここで、指定対象物自
動撮影モードは、ユーザにより指定された対象物が撮像画像から検出された際には、その
指定された対象物に関する音声情報を出力するとともに、この検出の際の撮像画像を記録
する撮影モードである。この指定対象物自動撮影モードについては、図１３、図１４等を
参照して詳細に説明する。
【００２８】
　記憶装置部１３０は、撮像装置１００のシステム上で撮像画像等を一時的に保存するた
めの主記憶装置であり、例えば、ＤＲＡＭ（Dynamic Random Access Memory）により構成
される。すなわち、撮像装置１００内における各部間の撮像画像のやりとりは、主に記憶
装置部１３０を介して行われる。
【００２９】
　外部Ｉ／Ｆ（インターフェース）部１４０は、ＵＳＢ（Universal Serial Bus）等の入
出力端子を備える外部Ｉ／Ｆインターフェースであり、外部コンピュータとの接続やネッ
トワーク接続のためのＩ／Ｆを提供する。
【００３０】
　記録部１５０は、システム制御部１２０の制御に基づいて、撮像部１１２により生成さ
れた撮像画像を記録するものである。また、記録部１５０は、システム制御部１２０の制
御に基づいて、記録されている撮像画像を読み出してシステム制御部１２０に供給する。
なお、記録部１５０は、例えば、フラッシュメモリ等の記録媒体を用いることができる。
また、記録部１５０は、撮像装置１００に内蔵するようにしてもよく、着脱可能に撮像装
置１００に装着されるようにしてもよい。
【００３１】
　音声記憶部１６０は、各種の音声情報を記憶するものであり、記憶されている音声情報
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がシステム制御部１２０の制御に基づいて音声出力部１９０から出力される。なお、音声
記憶部１６０については、図６を参照して詳細に説明する。
【００３２】
　操作入力部１７０は、シャッターボタン１７１（図３等に示す）等の筐体外部に備えら
れている外部操作部材であり、ユーザからの操作入力を受けると、受け付けられた操作入
力に応じた信号をシステム制御部１２０に出力する。
【００３３】
　表示部１８０は、システム制御部１２０の制御に基づいて、各種画像を表示する表示部
である。例えば、表示部１８０は、撮像部１１２により生成された撮影画像、記録部１５
０から読み出された撮像画像、ユーザに提供されるメニュー画面（例えば、図７に示す「
自動撮影の対象物指定メニュー」画面）等を表示する。
【００３４】
　音声出力部１９０は、システム制御部１２０の制御に基づいて、音声記憶部１６０に記
憶されている音声情報を出力するものである。音声出力部１９０は、例えば、スピーカに
より実現することができる。
【００３５】
　図２は、本発明の実施の形態におけるカメラ制御部２００の機能構成例を示すブロック
図である。なお、図２では、カメラ制御部２００の機能構成例とともに、図１に示すレン
ズ１１１および外部Ｉ／Ｆ部１４０以外の構成についても図示する。カメラ制御部２００
は、シーケンス制御部２１０と、カメラパラメータ制御部２２０と、対象物検出部２３０
と、記憶装置Ｉ／Ｆ２４０とを備える。ここで、記憶装置部１３０およびカメラパラメー
タ制御部２２０の間、また、記憶装置部１３０および対象物検出部２３０の間で行われる
撮像画像のやりとりは、記憶装置Ｉ／Ｆ２４０を介して行われる。
【００３６】
　シーケンス制御部２１０は、システム制御部１２０からの撮影待機命令で起動し、撮像
部１１２により生成される撮像画像を記録可能な状態を保持するものである。この撮影待
機状態では、撮像部１１２により生成される撮像画像が、記憶装置部１３０に順次記憶さ
れる。例えば、１／６０秒の間隔で、記憶装置部１３０に記憶される撮像画像が順次更新
される。また、シーケンス制御部２１０は、カメラパラメータ制御部２２０に対して、記
憶装置部１３０に記憶されている現在の撮像画像（撮像部１１２により現在生成された撮
像画像）に基づいて、カメラパラメータを決定するように制御を行う。また、シーケンス
制御部２１０は、対象物検出部２３０に対して、記憶装置部１３０に記憶されている現在
の撮像画像について、操作入力部１７０においてユーザにより指定された対象物を検出す
るように制御を行う。ここで、シーケンス制御部２１０は、指定された対象物を検出した
ことを示す対象物検出情報が対象物検出部２３０から出力された場合には、撮像部１１２
に撮像画像の記録指示を出力し、撮像画像の記録制御を行うとともに、指定された対象物
が検出された旨をシステム制御部１２０に出力する。この指定された対象物が検出された
旨が出力されると、システム制御部１２０が、その指定された対象物に関する音声情報を
出力するとともに、現在の撮像画像を記録部１５０に記録する。
【００３７】
　カメラパラメータ制御部２２０は、シーケンス制御部２１０からのトリガに基づいて、
記憶装置Ｉ／Ｆ２４０を介して、記憶装置部１３０に記憶されている現在の撮像画像を取
得し、この現在の撮像画像を評価して、シャッター速度、露出、ホワイトバランス等のカ
メラパラメータを決定するものである。そして、カメラパラメータ制御部２２０は、決定
されたカメラパラメータを用いて、撮像部１１２に対する撮像制御を行う。また、カメラ
パラメータ制御部２２０は、指定対象物自動撮影モードが設定されている場合において、
現在の撮像画像から、指定された対象物が検出された場合には、指定された対象物および
現在の撮像画像の評価に基づいてシャッター速度、露出、ホワイトバランス等のカメラパ
ラメータを決定する。例えば、犬が指定された場合において、犬の顔が検出された場合に
は、検出された犬の顔の撮像画像における位置および大きさに基づいて、この犬の顔に最
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適なカメラパラメータが決定される。
【００３８】
　対象物検出部２３０は、シーケンス制御部２１０からのトリガに基づいて、記憶装置Ｉ
／Ｆ２４０を介して、記憶装置部１３０に記憶されている現在の撮像画像を取得し、この
現在の撮像画像について、操作入力部１７０においてユーザにより指定された対象物の検
出を行い、指定された対象物が検出された場合には、検出された対象物の撮像画像におけ
る位置、大きさ、その対象物の度合いを表すスコアを含む対象物検出情報をシーケンス制
御部２１０に出力する。なお、この対象物の検出は、例えば、矩形特徴（RECTANGLE FEAT
URE）を用いた検出器によって実現することができる（例えば、特開２００５－１５７６
７９を参照）。また、対象物検出部２３０については、図４を参照して詳細に説明する。
【００３９】
　図３は、本発明の実施の形態における撮像装置１００の外観を示す斜視図である。図３
（ａ）は、撮像装置１００の正面（すなわち、被写体に向けられるレンズ１１１の面）側
の外観を示す図であり、図３（ｂ）は、撮像装置１００の背面（すなわち、撮影者に向け
られる液晶パネル１８１の面）側の外観を示す図である。
【００４０】
　撮像装置１００は、レンズ１１１と、シャッターボタン１７１と、液晶パネル１８１と
、音声出力部１９０とを備える。なお、撮像装置１００には、電源スイッチ等の他の操作
部材が操作入力部１７０として備えられているが、ここでの図示および説明は省略する。
また、レンズ１１１および音声出力部１９０は、図１に示すものと同じであるため、同一
の符号を付して、ここでの詳細な説明を省略する。なお、レンズ１１１を構成する複数の
レンズの一部または全部と、音声出力部１９０とは撮像装置１００の筐体に内蔵されてい
る。
【００４１】
　液晶パネル１８１は、撮像部１１２により生成された撮像画像等を表示する液晶パネル
である。また、液晶パネル１８１は、各種の選択ボタン等を表示し、これらの選択ボタン
等の領域を指等で触ることにより操作入力を行うことが可能なタッチパネルである。すな
わち、液晶パネル１８１は、図１に示す表示部１８０および操作入力部１７０に対応する
。なお、これらの選択ボタンの表示例については、図７を参照して詳細に説明する。
【００４２】
　シャッターボタン１７１は、撮像画像を記録する際に撮影者により押下されるボタンで
ある。撮像装置１００を用いて撮影者が通常の撮像操作（いわゆる、写真撮影）を行う場
合には、液晶パネル１８１に表示されている被写体を確認した後に、撮影者がシャッター
ボタン１７１を押下する。シャッターボタン１７１が押下されると、シャッターボタン１
７１押下に応じた信号がシステム制御部１２０に供給される。シャッターボタン１７１押
下に応じた信号が供給されると、システム制御部１２０は、シャッターボタン１７１押下
に応じた信号を受け取った際における撮像画像を記録部１５０に記録させる。また、指定
対象物自動撮影モードが設定されている場合において、シャッターボタン１７１が押下さ
れた場合には、システム制御部１２０は、指定された対象物の検出動作を開始する指示を
カメラ制御部２００に指示する。
【００４３】
　図４は、本発明の実施の形態における対象物検出部２３０の機能構成例を示すブロック
図である。対象物検出部２３０は、画像取得部２３１と、画像縮小部２３２と、画像取出
部２３３と、対象物検出辞書データベース３００と、対象物検出辞書メモリ２３５と、対
象物判定部２３６と、判定結果出力部２３７とを備える。
【００４４】
　画像取得部２３１は、記憶装置Ｉ／Ｆ２４０を介して、記憶装置部１３０に記憶されて
いる撮像画像を取得するものであり、取得された撮像画像を画像縮小部２３２に出力する
。
【００４５】
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　画像縮小部２３２は、画像取得部２３１から出力された撮像画像について、予め定めら
れている割合で順次縮小させることにより、大きさの異なる複数の画像を生成するもので
あり、生成された各画像を画像取出部２３３に順次出力する。なお、この撮像画像の縮小
については、図９を参照して詳細に説明する。
【００４６】
　画像取出部２３３は、画像縮小部２３２から出力された各画像について、画像毎に所定
領域の画像を順次取り出すものであり、取り出された画像を対象物判定部２３６に出力す
る。なお、この画像の取り出しについては、図８および図９を参照して詳細に説明する。
【００４７】
　対象物検出辞書データベース３００は、画像取出部２３３から出力された画像について
、対象物判定部２３６による対象物判定処理を行うための複数の対象物検出辞書を記憶す
るデータベースであり、記憶されている各対象物検出辞書が対象物検出辞書メモリ２３５
に順次供給される。なお、これらの各対象物検出辞書については、図５を参照して詳細に
説明する。
【００４８】
　対象物検出辞書メモリ２３５は、対象物検出辞書データベース３００に記憶されている
複数の対象物検出辞書のうちの１つの対象物検出辞書を記憶する作業用メモリであり、記
憶されている対象物検出辞書の内容を対象物判定部２３６に供給する。
【００４９】
　対象物判定部２３６は、対象物検出辞書データベース３００に記憶されている対象物検
出辞書を用いて、画像取出部２３３から出力された画像が対象物を含むか否かを判定する
対象物判定処理を行うものであり、この判定結果を判定結果出力部２３７に出力する。こ
の判定結果として、例えば、検出された対象物の撮像画像における位置および大きさと、
その対象物の度合いを表すスコアとが出力される。ここで、対象物判定処理では、操作入
力部１７０においてユーザにより指定された対象物がシーケンス制御部２１０から指示さ
れ、このユーザにより指定された対象物に関する対象物検出辞書が用いられる。そして、
対象物検出辞書データベース３００に記憶されている複数の対象物検出辞書のうちの指定
された対象物検出辞書が対象物検出辞書メモリ２３５に順次供給され、対象物検出辞書メ
モリ２３５には１つの対象物検出辞書が順次記憶される。そして、対象物検出辞書メモリ
２３５に記憶された１つの対象物検出辞書を用いて、対象物判定処理が順次行われる。具
体的には、対象物判定部２３６は、画像取出部２３３から出力された画像における輝度値
を抽出し、この抽出された輝度値と対象物検出辞書とを用いて対象物判定処理を行う。な
お、対象物判定部２３６による対象物判定処理については、図１０を参照して詳細に説明
する。
【００５０】
　判定結果出力部２３７は、画像取出部２３３から出力された画像が対象物を含むと判定
された判定結果が対象物判定部２３６から出力された場合には、撮像画像から対象物が検
出された旨を示す対象物検出情報をシーケンス制御部２１０に出力するものである。この
対象物検出情報には、例えば、検出された対象物の撮像画像における位置および大きさと
、その対象物の度合いを表すスコアとが含まれる。
【００５１】
　図５は、本発明の実施の形態における対象物検出辞書データベース３００に記憶されて
いる対象物検出辞書を概略的に示す図である。ここでは、対象物として、犬の顔および猫
の顔を検出する場合を例にして説明する。図５では、画像取出部２３３により取り出され
た画像に犬の顔が含まれているか否かを判定する犬検出辞書３１０と、画像取出部２３３
により取り出された画像に猫の顔が含まれているか否かを判定する猫検出辞書３２０とを
対象物検出辞書の例として示す。これらの対象物検出辞書は、画像取出部２３３により取
り出された画像について、矩形特徴を用いた対象物判定処理を対象物判定部２３６が行う
ための判定情報である。以下では、主に、犬検出辞書３１０について説明するが、猫検出
辞書３２０についても各項目に格納される各値が異なる以外の点については犬検出辞書３
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１０と同様である。
【００５２】
　犬検出辞書３１０には、種類（ｔｙｐｅ）３１１と、位置（ｘ，ｙ）３１２と、幅（ｗ
）３１３と、高さ（ｈ）３１４と、閾値（θ）３１５と、符号（ｐ）３１６と、重み（α
）３１７との組合せがｔ組格納されている。
【００５３】
　種類３１１には、対象物判定処理に用いられる矩形特徴の種類が格納されている。この
矩形特徴は、互いに隣接する２つの矩形から構成される矩形特徴であり、位置３１２によ
り判定対象画像上における位置が決定され、幅３１３および高さ３１４により大きさが決
定される。なお、この矩形特徴については、図１０を参照して詳細に説明する。
【００５４】
　位置３１２には、判定対象画像上における矩形特徴の位置が格納される。位置３１２に
は、例えば、画像取出部２３３により取り出された画像上をｘｙ座標（平面座標）とした
場合における座標点（ｘ，ｙ）が格納される。
【００５５】
　幅３１３には、判定対象画像上における矩形特徴の幅の値が格納される。
【００５６】
　高さ３１４には、判定対象画像上における矩形特徴の高さの値が格納される。
【００５７】
　閾値３１５には、矩形特徴を構成する１つの矩形に含まれる各画素の輝度値の総和と、
他の矩形に含まれる各画素の輝度値の総和との差分値に関する閾値が格納される。
【００５８】
　符号３１６には、対象物の度合いを表すスコアの算出に用いられる弱仮説ｈ（ｉ）を求
める際に用いられる値（「１」または「－１」）が格納される。
【００５９】
　重み３１７には、対象物の度合いを表すスコアの算出に用いられる重みが格納される。
なお、これらの各値を用いて行われる対象物の度合いを表すスコアの算出については、図
１０を参照して詳細に説明する。
【００６０】
　また、これらの各値は、例えば、アダブースト（ＡｄａＢｏｏｓｔ）等の機械学習アル
ゴリズムにより学習されたもののうちで、最も効果的な上位１０００乃至２０００組の組
合せを用いて設定される。このように、各対象物検出辞書の形式が同一であるため、複数
の判定処理を同一のアルゴリズムで行うことができる。また、判定処理に用いられる対象
物検出辞書は、判定対象画像が対象物を含むか否かを判定する際の判定基準のみに関する
データを保持する判定情報であり、画像そのものを保持するものではない。このため、記
憶容量を削減することができるとともに、判定処理を迅速に行うことができる。
【００６１】
　図６は、本発明の実施の形態における音声記憶部１６０に記憶されている内容を概略的
に示す図である。音声記憶部１６０には、対象物１６１および音声情報１６２が関連付け
て記憶されている。
【００６２】
　対象物１６１は、自動撮影を行う対象物として指定可能な対象物であり、例えば、「犬
」および「猫」が格納される。
【００６３】
　音声情報１６２は、音声出力部１９０から音声を出力させるための音声情報である。図
６では、例えば、「犬」に関連付けて格納される音声情報を「ワンワン」で表し、「猫」
に関連付けて格納される音声情報を「ニャーニャー」で表す。例えば、対象物１６１に格
納されている対象物が、対象物検出部２３０により検出された際に、検出された対象物に
関連付けて格納されている音声情報に対応する音声が音声出力部１９０から出力される。
【００６４】
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　図７は、本発明の実施の形態における液晶パネル１８１に表示されるメニュー画面の一
例を示す図である。図７に示す「自動撮影の対象物指定メニュー」画面は、自動撮影を行
う対象物を指定するメニュー画面であり、「犬」指定ボタン３３１と、「猫」指定ボタン
３３２と、「犬／猫」指定ボタン３３３と、「ＯＦＦ」指定ボタン３３４とが設けられて
いる。
【００６５】
　「犬」指定ボタン３３１は、自動撮影を行う対象物として犬を指定する場合に押下され
るボタンであり、「猫」指定ボタン３３２は、自動撮影を行う対象物として猫を指定する
場合に押下されるボタンである。また、「犬／猫」指定ボタン３３３は、自動撮影を行う
対象物として犬または猫を指定する場合に押下されるボタンである。すなわち、「犬／猫
」指定ボタン３３３が押下された場合には、撮像画像から犬または猫が検出された場合に
自動撮影が行われる。また、「ＯＦＦ」指定ボタン３３４は、図７に示す「自動撮影の対
象物指定メニュー」画面を消去する場合に押下されるボタンである。
【００６６】
　本発明の実施の形態では、図７に示す「自動撮影の対象物指定メニュー」画面を液晶パ
ネル１８１に表示させた状態で、「犬」指定ボタン３３１、「猫」指定ボタン３３２、「
犬／猫」指定ボタン３３３の何れかを押下する選択操作をユーザが行うことにより、押下
された指定ボタンに応じた対象物を自動的に撮影する指定対象物自動撮影モードを設定す
ることができる。そして、この指定対象物自動撮影モードが設定されている状態で、ユー
ザがシャッターボタン１７１を押下することにより、指定された対象物の検出動作が開始
され、指定された対象物が撮像画像から検出されると、指定された対象物に関連する音声
が出力されて撮像画像が記録される。すなわち、指定された対象物を含む撮像画像の撮影
が自動的に行われる。
【００６７】
　次に、対象物を検出する対象物検出方法について図面を参照して詳細に説明する。
【００６８】
　図８は、本発明の実施の形態における対象物判定部２３６による対象物判定処理の対象
となる画像を取り出す画像取出方法の概略を示す図である。図８（ａ）には、画像縮小部
２３２により縮小処理が施された画像４００を示し、図８（ｂ）には、対象物判定処理の
対象となる画像を画像４００から取り出す場合における画像取出方法の概略を示す。なお
、この画像の取出しは、画像取出部２３３により行われる。
【００６９】
　図８（ａ）に示す画像４００は、山を背景にして草原に寝ている犬を被写体とする撮像
画像が縮小処理された画像である。この画像４００から対象物判定処理の対象となる画像
を取り出す場合には、図８（ｂ）に示すように、画像４００の左上隅に取出枠４０１が配
置され、取出枠４０１内に含まれる画像が取り出される。続いて、取出枠が右側方向（矢
印４１１乃至４１６に示す方向）に１画素シフトされて、取出枠内に含まれる画像が取り
出される。同様にして、取出枠が１画素ずつ右側方向に順次シフトされて、取出枠内に含
まれる画像が順次取り出される。そして、画像４００の右端となる取出枠４０２の位置に
シフトされて取出枠４０２内に含まれる画像が取り出されると、取出枠が１画素下側にシ
フトされるとともに画像４００の左端に移動される。続いて、画像４００の左端に移動直
後の取出枠内に含まれる画像が取り出された後に、取出枠が１画素ずつ右側方向に順次シ
フトされて、取出枠内に含まれる画像が順次取り出される。以下、同様に取出枠内に含ま
れる画像が順次取り出される。そして、画像４００の右端および下端となる取出枠４０４
の位置にシフトされて取出枠４０４内に含まれる画像が取り出されると、対象物判定処理
の対象となる画像の画像４００からの取出処理を終了する。
【００７０】
　図９は、本発明の実施の形態における対象物判定部２３６による対象物判定処理の対象
となる画像を取り出す画像取出方法の概略を示す図である。図９（ａ）乃至（ｅ）には、
画像縮小部２３２により順次縮小処理が施された画像４２１乃至４２５を示す。また、図
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９（ａ）乃至（ｅ）の左側の画像では、取出枠４３０の最初の配置位置を示し、図９（ａ
）乃至（ｅ）の右側の画像では、取出枠４３０の最後の配置位置を示す。ここで、取出枠
４３０の最初の配置位置から最後の配置位置までの移動については、図８（ｂ）に示す移
動と同様である。また、取出枠４３０の大きさは、図９に示すように、取出の対象となる
画像の大きさにかかわらず一定である。そして、画像縮小部２３２により縮小処理が施さ
れた画像の大きさが、取出枠４３０よりも小さくなるまで、画像の取出処理が行われる。
【００７１】
　次に、判定対象画像について対象物検出辞書を用いて判定処理をする例について図面を
参照して詳細に説明する。
【００７２】
　図１０は、本発明の実施の形態における判定対象画像と、判定処理に用いられる矩形特
徴とを示す図である。図１０（ａ）には、画像取出部２３３により取り出されて判定対象
となる判定対象画像４５０を示し、図１０（ｂ）および（ｃ）には、判定処理に用いられ
る２種類の矩形特徴を示す。この例では、図１０（ａ）に示す判定対象画像４５０の左上
隅を原点とし、左右方向をｘ軸、上下方向をｙ軸として、判定対象画像４５０について犬
検出辞書３１０（図５に示す）を用いた判定処理をする場合について説明する。また、こ
の判定処理では、図１０（ｂ）および（ｃ）に示す２種類の矩形特徴を用いる例について
説明する。
【００７３】
　図１０（ａ）に示す判定対象画像４５０は、撮像部１１２により生成された撮像画像に
ついて画像縮小部２３２により縮小処理が施された画像から、画像取出部２３３により取
り出された画像であり、所定の解像度に正規化処理が施された画像である。ここで、撮像
部１１２により生成された撮像画像は、例えば、３２０画素×２４０画素である。この場
合に、正規化処理として、例えば、４８画素×４８画素の解像度に変換する正規化処理が
施される。また、判定対象画像４５０上に配置された矩形特徴４６０および４７０は、図
１０（ｂ）および（ｃ）に示す矩形特徴４６０および４７０に対応するものである。
【００７４】
　図１０（ｂ）および（ｃ）に示す矩形特徴４６０および４７０は、互いに隣接する２つ
の矩形（黒塗りおよび白塗りで示す２つの矩形）から構成される矩形特徴である。また、
これらの矩形特徴が判定対象画像上に配置され、２つの矩形の領域内に含まれる輝度値の
差分値に基づいて対象物の判定が行われる。
【００７５】
　具体的に、判定に用いられる矩形特徴４６０または４７０の種類については、犬検出辞
書３１０の種類３１１に格納されている。また、判定対象画像４５０上に矩形特徴４６０
および４７０を配置すべき位置については、犬検出辞書３１０の位置３１２に格納されて
いる。すなわち、判定対象画像４５０上に矩形特徴４６０が配置される場合には、矩形特
徴４６０の左上隅の点４６１が、犬検出辞書３１０の位置３１２に格納されている座標点
（ｘ，ｙ）の位置になるように、矩形特徴４６０が配置される。また、矩形特徴４７０に
ついても同様に、矩形特徴４７０の左上隅の点４７１が、犬検出辞書３１０の位置３１２
に格納されている座標点（ｘ，ｙ）の位置になるように、判定対象画像４５０上に矩形特
徴４７０が配置される。
【００７６】
　また、矩形特徴４６０および４７０の大きさについては、犬検出辞書３１０の幅３１３
および高さ３１４に格納されている値に基づいて決定される。すなわち、矩形特徴４６０
の横幅ｗ１は、犬検出辞書３１０の幅３１３に格納されている値とし、矩形特徴４６０の
高さｈ１は、犬検出辞書３１０の高さ３１４に格納されている値とする。また、矩形特徴
４７０についても同様に、矩形特徴４７０の横幅ｗ２は、犬検出辞書３１０の幅３１３に
格納されている値とし、矩形特徴４６０の高さｈ２は、犬検出辞書３１０の高さ３１４に
格納されている値とする。
【００７７】
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　このように、判定対象画像４５０上の位置および大きさが決定された矩形特徴について
、この矩形特徴を構成する２つの矩形の領域内に含まれる画素の輝度値の合計値が領域毎
に算出され、領域毎に算出された輝度値の合計値の差分値が特徴量Ｆ（ｉ）として算出さ
れる。ここで、ｉは、犬検出辞書３１０の各レコードを表す値であり、１≦ｉ≦ｔとなる
。そして、特徴量Ｆ（ｉ）と犬検出辞書３１０の閾値３１５に格納されている閾値θ（ｉ
）とが比較され、特徴量Ｆ（ｉ）が閾値θ（ｉ）よりも小さいか否かと、符号３１６に格
納されている値ｐ（ｉ）（値ｐ（ｉ）＝１または－１）とに応じて、弱仮説（Weak Learn
er）ｈ（ｉ）が算出される。具体的に、弱仮説ｈ（ｉ）は、次式を用いて算出される。
　　（１）値ｐ（ｉ）＝１の場合
　　　　　　特徴量Ｆ（ｉ）＜閾値θ（ｉ）であれば、弱仮説ｈ（ｉ）＝１
　　　　　　特徴量Ｆ（ｉ）≧閾値θ（ｉ）であれば、弱仮説ｈ（ｉ）＝－１
　　（２）値ｐ（ｉ）＝－１の場合
　　　　　　特徴量Ｆ（ｉ）＜閾値θ（ｉ）であれば、弱仮説ｈ（ｉ）＝－１
　　　　　　特徴量Ｆ（ｉ）≧閾値θ（ｉ）であれば、弱仮説ｈ（ｉ）＝１
【００７８】
　続いて、算出された弱仮説ｈ（ｉ）と重み３１７に格納されている値α（ｉ）とを乗算
することにより、ｈ（ｉ）α（ｉ）が算出される。これらの算出処理を犬検出辞書３１０
の１行目からｔ行目まで繰り返し行い、ｈ（ｉ）α（ｉ）の合計値がスコアＳとして算出
される。具体的に、スコアＳは、次式を用いて算出される。
【数１】

【００７９】
　式１により算出されたスコアＳに基づいて、判定対象画像４５０に犬の正面顔が含まれ
ているか否かが判定される。具体的には、スコアＳ≧０の場合には、判定対象画像４５０
に犬の正面顔が含まれていると判定される。一方、スコアＳ＜０の場合には、判定対象画
像４５０に犬の正面顔が含まれていないと判定される。
【００８０】
　次に、具体的な計算方法について説明する。
【００８１】
　例えば、犬検出辞書３１０の１行目に格納されている各値に基づいて決定される矩形特
徴を、図１０（ａ）に示す矩形特徴４６０とする。すなわち、犬検出辞書３１０の１行目
の種類３１１に格納されている矩形特徴の種類が図１０（ｂ）に示す矩形特徴４６０であ
り、犬検出辞書３１０の１行目の位置３１２、幅３１３および高さ３１４に格納されてい
る各値に基づいて、図１０（ａ）に示す矩形特徴４６０の位置および大きさが決定される
。同様に、例えば、犬検出辞書３１０の２行目に格納されている各値に基づいて決定され
る矩形特徴を、図１０（ａ）に示す矩形特徴４７０とする。すなわち、犬検出辞書３１０
の２行目の種類３１１に格納されている矩形特徴の種類が図１０（ｃ）に示す矩形特徴４
７０であり、犬検出辞書３１０の２行目の位置３１２、幅３１３および高さ３１４に格納
されている各値に基づいて、図１０（ａ）に示す矩形特徴４７０の位置および大きさが決
定される。
【００８２】
　最初に、判定を行うためのスコアＳの値に０がセットされ、犬検出辞書３１０の１行目
に格納されている各値を用いた演算が行われる。具体的には、犬検出辞書３１０の１行目
の種類３１１、位置３１２、幅３１３および高さ３１４に格納されている各値に基づいて
決定された矩形特徴４６０を構成する２つの矩形４６２および４６３の領域内に含まれる
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輝度値の合計値が領域毎に算出される。ここで、矩形４６２の領域内に含まれる輝度値の
合計値をＡ（１）とし、矩形４６３の領域内に含まれる輝度値の合計値をＢ（１）とした
場合に、次式を用いて、領域毎に算出された輝度値の合計値の差分値が特徴量Ｆ（１）と
して算出される。
　　Ｆ（１）＝Ａ（１）－Ｂ（１）
【００８３】
　続いて、算出された特徴量Ｆ（１）と、犬検出辞書３１０の１行目の閾値３１５に格納
されている閾値θ（１）とが比較され、特徴量Ｆ（１）が閾値θ（１）よりも小さいか否
かと、犬検出辞書３１０の１行目の符号３１６に格納されている値ｐ（１）とに応じて、
弱仮説ｈ（１）が算出される。なお、弱仮説ｈ（１）は、上述した式を用いて算出される
。
【００８４】
　続いて、算出された弱仮説ｈ（１）と、犬検出辞書３１０の１行目の重み３１７に格納
されている値α（１）とを乗算することにより、ｈ（１）α（１）が算出される。そして
、算出されたｈ（１）α（１）がスコアＳに加算される。
【００８５】
　続いて、犬検出辞書３１０の２行目に格納されている各値を用いて、上述した各演算を
繰り返す。具体的には、犬検出辞書３１０の２行目の種類３１１、位置３１２、幅３１３
および高さ３１４に格納されている各値に基づいて決定された矩形特徴４７０を構成する
２つの矩形４７２および４７３について、矩形４７２の領域内に含まれる輝度値の合計値
Ａ（２）と、矩形４７３の領域内に含まれる輝度値の合計値Ｂ（２）が算出され、次式を
用いて、特徴量Ｆ（２）が算出される。
　　Ｆ（２）＝Ａ（２）－Ｂ（２）
【００８６】
　続いて、算出された特徴量Ｆ（２）と、犬検出辞書３１０の２行目の閾値３１５に格納
されている閾値θ（２）とが比較され、特徴量Ｆ（２）が閾値θ（２）よりも小さいか否
かと、犬検出辞書３１０の２行目の符号３１６に格納されている値ｐ（２）とに応じて、
弱仮説ｈ（２）が算出される。
【００８７】
　続いて、算出された弱仮説ｈ（２）と、犬検出辞書３１０の２行目の重み３１７に格納
されている値α（２）とを乗算することにより、ｈ（２）α（２）が算出される。そして
、算出されたｈ（２）α（２）がスコアＳに加算される。
【００８８】
　続いて、犬検出辞書３１０の３行目以降、ｔ行目までに格納されている各値を順次用い
て、上述した各演算を繰り返す。そして、犬検出辞書３１０のｔ行目に格納されている各
値を用いた各演算が終了した後に、スコアＳの値が０以上であるか否かが判断される。
【００８９】
　例えば、上述の機械学習アルゴリズムによって学習時における犬の顔判定成功の学習サ
ンプルを正側とし、犬の顔判定失敗時の学習サンプルを負側として学習した場合において
、犬検出辞書３１０の１乃至ｔ行目に格納されている各値を用いた各演算の終了後におけ
るスコアＳの値が０以上であれば、判定対象画像に犬の顔が含まれていると判定される。
また、他の対象物検出辞書についても、同様に考えることができる。例えば、猫検出辞書
３２０を用いた判定において、猫の顔判定成功の学習サンプルを正側として学習した場合
、スコアＳの値が０以上であれば、判定対象画像に猫が含まれていると判定される。
【００９０】
　なお、本発明の実施の形態では、対象物検出辞書を用いた判定として、スコアＳおよび
０を比較する判定例について説明するが、０以外の値を用いて判定するようにしてもよい
。すなわち、スコアＳと比較する値については、適宜調整することができる。
【００９１】
　このように、判定対象画像の解像度を同一の解像度とし、判定に用いる矩形特徴を特定
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の種類とすることによって、複数の対象物検出辞書を切り替え可能とすることができ、複
数の対象物について同一のアルゴリズムで判定を行うことができる。なお、この例では、
２種類の矩形特徴の何れかを用いる例について説明したが、１種類または３種類以上の矩
形特徴を用いる場合についても本発明の実施の形態を適用することができる。
【００９２】
　図１１は、本発明の実施の形態における液晶パネル１８１に表示される撮像画像の一例
を示す図である。図１１に示す撮像画像４８０は、図９に示す画像４２１乃至４２５に対
応する画像である。また、図１１（ａ）には、対象物検出部２３０による犬検出処理前の
撮像画像４８０を示し、図１１（ｂ）には、対象物検出部２３０による犬検出処理後の撮
像画像４８０を示す。液晶パネル１８１に表示されている撮像画像４８０において犬が検
出された場合には、図１１（ｂ）に示すように、検出された犬の顔の位置にマーカ４８１
が付される。
【００９３】
　次に、指定対象物自動撮影モードが設定されている場合における撮像画像の記録につい
て図面を参照して詳細に説明する。
【００９４】
　図１２は、本発明の実施の形態における撮像装置１００を用いて犬を撮影する場合にお
ける液晶パネル１８１の表示例を示す図である。図１２（ａ）では、撮像装置１００のレ
ンズ１１１側を向いていない犬が液晶パネル１８１に表示されている状態を示し、図１２
（ｂ）では、撮像装置１００のレンズ１１１側を向いている犬が液晶パネル１８１に表示
されている場合を示す。図１２（ｂ）に示す場合には、犬の顔の正面が撮像画像に含まれ
るため、撮像画像から検出された犬の顔の周りにマーカ５００が付されるとともに、撮像
画像が記録される。
【００９５】
　ここで、本発明の実施の形態では、撮像画像から犬の顔が検出されて撮像画像が記録さ
れる際に、犬に関連付けて音声記憶部１６０に記憶されている音声情報（ワンワン）を音
声出力部１９０から出力し、犬がさらにレンズ１１１側を向くようにする。また、例えば
、図７に示す「自動撮影の対象物指定メニュー」において、「犬」指定ボタン３３１がユ
ーザにより押下されて指定対象物自動撮影モードが設定されている状態で、シャッターボ
タン１７１が押下されると、犬に関連付けて音声記憶部１６０に記憶されている音声情報
（ワンワン）を音声出力部１９０から出力し、撮像画像から犬が検出された際にも音声情
報（ワンワン）を音声出力部１９０から出力して、撮像画像を記録することができる。こ
れらの撮像画像の記録については、図１３および図１４を参照して詳細に説明する。
【００９６】
　図１３および図１４は、本発明の実施の形態における撮像装置１００を用いて犬を撮影
する場合を模式的に示す図である。図１３（ａ）および図１４（ａ）では、床に寝ている
犬５１０を撮影するため、撮像装置１００を三脚１０１に固定して犬５１０の正面に設置
したものの、犬５１０の顔がレンズ１１１側を向いていない状態を示す。ここでは、図７
に示す「自動撮影の対象物指定メニュー」において、「犬」指定ボタン３３１がユーザに
より押下されて指定対象物自動撮影モードが設定されている状態で、シャッターボタン１
７１がユーザにより押下される例を示す。
【００９７】
　図１３では、犬５１０の顔が検出されると、犬に関連付けて音声記憶部１６０に記憶さ
れている音声情報（ワンワン）が音声出力部１９０から出力され、撮像画像を記録する例
を示す。すなわち、図１３（ａ）に示すように、シャッターボタン１７１が指１０２によ
り押下されると、対象物検出部２３０が撮像画像から犬を検出する犬検出処理を開始する
。ここで、指定対象物自動撮影モードが設定されている状態で、シャッターボタン１７１
が押下された場合には、犬５１０の顔を検出するまで撮像画像の記録が行われない。そし
て、図１３（ｂ）に示すように、対象物検出部２３０により犬５１０の顔が検出されると
、音声情報（ワンワン）が音声出力部１９０から出力される。続いて、図１３（ｃ）に示
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すように、音声情報（ワンワン）が音声出力部１９０から出力された際に撮像画像が記録
される。なお、音声出力部１９０からの音声出力と撮像画像の記録とは、ほぼ同時にする
ようにしてもよく、音声出力部１９０から音声出力後、一定時間経過後に撮像画像を記録
するようにしてもよい。
【００９８】
　ここで、犬の顔を検出する場合には、人間の顔を検出する場合とは異なり、検出精度が
必ずしも高くない。このため、図１３（ｂ）に示すように、犬５１０が撮像装置１００側
を向いたことにより犬５１０の顔が検出された場合でも、犬５１０の目線がレンズ１１１
に向かった状態で正面を向いているとは限らない。そこで、この例では、図１３（ｂ）に
示すように、犬５１０の顔が検出された場合には、この検出の際に犬に関連する音声情報
（ワンワン）を出力して犬５１０の興味を撮像装置１００側に向けさせて、犬５１０の顔
がさらにレンズ１１１側に向いた瞬間に撮像画像を記録する。これにより、ユーザからの
指示を理解できない犬５１０の顔の正面の撮像画像を記録する場合に、犬５１０の顔が撮
像装置１００側に向いた際における適切なタイミングで撮像画像を記録することができる
。
【００９９】
　図１４では、シャッターボタン１７１が指１０２により押下された場合、および、犬５
１０の顔が検出された場合に、犬に関連付けて音声記憶部１６０に記憶されている音声情
報（ワンワン）を音声出力部１９０から出力する例を示す。すなわち、図１４（ａ）に示
すように、シャッターボタン１７１が指１０２により押下されると、指定された犬に関連
付けて音声記憶部１６０に記憶されている音声情報（ワンワン）を音声出力部１９０から
出力するとともに、対象物検出部２３０が撮像画像から犬を検出する犬検出処理を開始す
る。なお、シャッターボタン１７１押下の際に、音声情報（ワンワン）を音声出力部１９
０から出力する点以外は、図１３と同様であるため、ここでの説明を省略する。これによ
り、ユーザからの指示を理解できない犬５１０の顔の正面の撮像画像を記録する場合に、
犬５１０の顔が正面を向いていない状態でも、犬に関連する音声情報（ワンワン）を出力
して犬５１０の興味を引くことにより、犬５１０の顔が撮像装置１００側に向きやすくす
ることができる。すなわち、２段階で音声情報（ワンワン）を出力することにより、適切
なタイミングで撮像画像を記録することができる。
【０１００】
　また、図１３および図１４に示すように、撮像画像の記録の際に犬に関連する音声情報
（ワンワン）を出力することにより、犬５１０の興味を引くことができるとともに、ユー
ザに対しても撮像画像を記録したことを通知することができる。
【０１０１】
　なお、図１４（ａ）に示すシャッター押下時に出力される音声情報については、例えば
、犬検出時における音声情報と同じ出力としてもよいし、犬検出時における出力時間より
も長い時間とするようにしてもよい。例えば、音声情報（ワンワン）を一定時間繰り返す
ようにしてもよい。また、犬に関する異なる２つの音声情報（例えば、高音のワンワン、
低音のワンワン）を音声記憶部１６０に記憶しておき、図１４（ａ）に示すシャッター押
下時における音声情報の出力と、図１４（ｂ）に示す犬検出時における音声情報の出力と
を異なるようにしてもよい。このように、２段階で異なる音を出力することにより、犬５
１０の興味をさらに引くことができる。
【０１０２】
　次に、本発明の実施の形態における撮像装置１００の動作について図面を参照して説明
する。
【０１０３】
　図１５は、本発明の実施の形態における撮像装置１００による撮像画像記録処理の処理
手順を示すフローチャートである。この処理手順は、ユーザにより指定された対象物が検
出された場合に、撮像画像を自動的に記録するものである。
【０１０４】
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　最初に、指定対象物自動撮影モードが設定されているか否かが判断される（ステップＳ
９０１）。すなわち、図７に示す「自動撮影の対象物指定メニュー」画面において、「犬
」指定ボタン３３１、「猫」指定ボタン３３２、「犬／猫」指定ボタン３３３の何れかが
押下されたか否かが判断される。指定対象物自動撮影モードが設定されている場合には（
ステップＳ９０１）、シャッターボタン１７１が押下されたか否かが判断される（ステッ
プＳ９０２）。シャッターボタン１７１が押下された場合には（ステップＳ９０２）、撮
像部１１２が撮像画像の生成を開始し（ステップＳ９０３）、生成された撮像画像につい
て、対象物検出部２３０が対象物検出処理を行う（ステップＳ９２０）。この対象物検出
処理については、図１６を参照して詳細に説明する。なお、指定対象物自動撮影モードが
設定されていない場合（ステップＳ９０１）、または、シャッターボタン１７１が押下さ
れない場合には（ステップＳ９０２）、撮像画像記録処理の動作を終了する。
【０１０５】
　続いて、対象物検出部２３０が、撮像部１１２により生成された撮像画像から、指定さ
れた対象物を検出したか否かが判断される（ステップＳ９０４）。撮像部１１２により生
成された撮像画像から、指定された対象物が検出された場合には（ステップＳ９０４）、
検出された対象物に関連付けて格納されている音声情報に対応する音声が音声出力部１９
０から出力される（ステップＳ９０５）。続いて、現在の撮像画像が記録部１５０に記録
される（ステップＳ９０６）。ここで、図７に示す「自動撮影の対象物指定メニュー」画
面において、「犬／猫」指定ボタン３３３が押下されている場合には、対象物検出部２３
０により犬または猫の何れかの顔が検出されると、検出された犬または猫に関連付けて格
納されている音声情報に対応する音声が出力され（ステップＳ９０５）、現在の撮像画像
が記録部１５０に記録される（ステップＳ９０６）。なお、この例では、指定された動物
（犬または猫）が撮像画像から検出されると、この検出された動物の音声が出力されて現
在の撮像画像が記録される場合を示すが、指定された動物が撮像画像から検出された際に
現在の撮像画像を記録し、この記録の際にその検出された動物の音声を出力するようにし
てもよい。これにより、その動物の顔がレンズ１１１側に向いた瞬間の適切なタイミング
で撮像画像を確実に記録することができ、撮像画像が記録されたことをユーザに迅速に通
知することができる。
【０１０６】
　一方、対象物検出部２３０が、撮像部１１２により生成された撮像画像から、指定され
た対象物を検出していない場合には（ステップＳ９０４）、対象物検出処理を繰り返す（
ステップＳ９０３、Ｓ９２０）。
【０１０７】
　図１６は、本発明の実施の形態における撮像装置１００による撮像画像記録処理の処理
手順のうちの対象物検出処理手順（図１５に示すステップＳ９２０の処理手順）を示すフ
ローチャートである。
【０１０８】
　最初に、記憶装置部１３０に記憶されている現在の撮像画像が取得される（ステップＳ
９２１）。続いて、取得された撮像画像上の左上隅に取出枠が配置され（ステップＳ９２
２）、この取出枠内の画像が取り出される（ステップＳ９２３）。続いて、対象物検出辞
書データベース３００に記憶されている複数の対象物検出辞書のうちで、指定された対象
物に関する対象物検出辞書が１つ取り出され、対象物検出辞書メモリ２３５に記憶される
（ステップＳ９２４）。続いて、対象物検出辞書メモリ２３５に記憶されている対象物検
出辞書を用いて、取出枠内から取り出された画像について判定処理が実行される（ステッ
プＳ９４０）。なお、この判定処理については、図１７を参照して詳細に説明する。
【０１０９】
　続いて、取出枠内から取り出された画像に対象物が含まれていると判定されたか否かが
判断される（ステップＳ９２５）。取出枠内から取り出された画像に対象物が含まれてい
ると判定された場合には（ステップＳ９２５）、判定結果として対象物を検出した旨を示
す対象物検出情報が出力される（ステップＳ９３４）。取出枠内から取り出された画像に
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対象物が含まれていると判定されない場合には（ステップＳ９２５）、対象物検出辞書デ
ータベース３００に記憶されている複数の対象物検出辞書のうちで、指定された対象物に
関する他の対象物検出辞書が存在するか否かが判断される（ステップＳ９２６）。指定さ
れた対象物に関する他の対象物検出辞書が存在する場合には（ステップＳ９２６）、ステ
ップＳ９２４に戻り、対象物判定処理を繰り返す（ステップＳ９２４、Ｓ９２５、Ｓ９４
０）。例えば、図７に示す「自動撮影の対象物指定メニュー」画面において、「犬／猫」
指定ボタン３３３が押下されている場合において、犬検出辞書３１０を用いた判定処理の
みが実行された場合には、猫検出辞書３２０を用いた判定処理が実行される。なお、図７
に示す「自動撮影の対象物指定メニュー」画面において、「犬」指定ボタン３３１または
「猫」指定ボタン３３２が押下されている場合には、指定された対象物に関する他の対象
物検出辞書は存在しない。
【０１１０】
　指定された対象物に関する他の対象物検出辞書が存在しない場合には（ステップＳ９２
６）、対象物判定処理の対象となった画像は取出枠よりも小さいか否かが判断される（ス
テップＳ９２７）。対象物判定処理の対象となった画像が取出枠よりも小さい場合には（
ステップＳ９２７）、対象物判定処理の対象となった画像をこれ以上縮小して対象物判定
処理する必要がないため、判定結果として対象物を検出しない旨を示す対象物無検出情報
が出力される（ステップＳ９３３）。
【０１１１】
　対象物判定処理の対象となった画像が取出枠よりも小さくない場合には（ステップＳ９
２７）、取出枠が配置された画像上において、その取出枠はその画像の右端に存在するか
否かが判断される（ステップＳ９２８）。その取出枠が画像の右端に存在しない場合には
（ステップＳ９２８）、その画像上において取出枠が１画素右側にシフトして配置され（
ステップＳ９２９）、ステップＳ９２３に戻る。一方、その取出枠が画像の右端に存在す
る場合には（ステップＳ９２８）、取出枠が配置された画像上において、その取出枠はそ
の画像の下端に存在するか否かが判断される（ステップＳ９３０）。その取出枠が画像の
下端に存在しない場合には（ステップＳ９３０）、その画像上において取出枠が１画素下
側にシフトされるとともに、その画像の左端に配置され（ステップＳ９３１）、ステップ
Ｓ９２３に戻る。その取出枠が画像の下端に存在する場合には（ステップＳ９３０）、そ
の取出枠が右下隅に配置された画像が所定倍率で縮小処理され（ステップＳ９３２）、縮
小処理後の画像上の左上隅に取出枠が配置される（ステップＳ９２２）。
【０１１２】
　なお、この例では、判定対象画像に対象物が含まれていると判定されると、他の判定対
象画像を判定処理することなく、現在の撮像画像から対象物が検出されたと判定する例に
ついて説明したが、判定対象画像に対象物が含まれていると判定された場合でも、判定対
象画像が取出枠よりも小さくなるまで判定処理を繰り返し行い、この判定結果に基づいて
、現在の撮像画像から対象物が検出されたと判定するようにしてもよい。また、複数の対
象物が指定されている場合には、この指定された全ての対象物の対象物検出辞書を用いた
判定処理を繰り返し行い、この判定結果に基づいて、現在の撮像画像から対象物が検出さ
れたと判定するようにしてもよい。
【０１１３】
　図１７は、本発明の実施の形態における撮像装置１００による対象物検出処理の処理手
順のうちの判定処理手順（図１６に示すステップＳ９４０の処理手順）を示すフローチャ
ートである。
【０１１４】
　最初に、スコアＳが「０」に初期化され（ステップＳ９４１）、変数ｉが「１」に初期
化される（ステップＳ９４２）。続いて、対象物検出辞書メモリ２３５に記憶されている
対象物検出辞書のｉ行目に格納されている種類３１１、位置３１２、幅３１３および高さ
３１４の各値に基づいて、取出枠内から取り出された判定対象画像上に矩形特徴が決定さ
れ、この矩形特徴を構成する２つの矩形の領域内に含まれる輝度値の合計値Ａ（ｉ）およ
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びＢ（ｉ）が算出される（ステップＳ９４３）。続いて、算出された合計値Ａ（ｉ）およ
びＢ（ｉ）の差分値が、特徴量Ｆ（ｉ）として算出される（ステップＳ９４４）。
【０１１５】
　続いて、対象物検出辞書メモリ２３５に記憶されている対象物検出辞書のｉ行目の符号
３１６の値が「ｐ（ｉ）＝１」であるか否かが判断される（ステップＳ９４５）。「ｐ（
ｉ）＝１」である場合には（ステップＳ９４５）、算出された特徴量Ｆ（ｉ）が、対象物
検出辞書メモリ２３５に記憶されている対象物検出辞書のｉ行目の閾値３１５に格納され
ている閾値θ（ｉ）よりも小さいか否かが判断される（ステップＳ９４６）。算出された
特徴量Ｆ（ｉ）が閾値θ（ｉ）よりも小さい場合には（ステップＳ９４６）、弱仮説ｈ（
ｉ）＝１と算出される（ステップＳ９４７）。一方、算出された特徴量Ｆ（ｉ）が閾値θ
（ｉ）よりも小さくない場合には（ステップＳ９４６）、弱仮説ｈ（ｉ）＝－１と算出さ
れる（ステップＳ９４８）。
【０１１６】
　また、対象物検出辞書メモリ２３５に記憶されている対象物検出辞書のｉ行目の符号３
１６の値が「ｐ（ｉ）＝１」でない場合には（ステップＳ９４５）、「ｐ（ｉ）＝－１」
の場合である。この場合には、算出された特徴量Ｆ（ｉ）が閾値θ（ｉ）よりも小さいか
否かが判断され（ステップＳ９４９）、算出された特徴量Ｆ（ｉ）が閾値θ（ｉ）よりも
小さい場合には、弱仮説ｈ（１）＝－１と算出される（ステップＳ９５０）。一方、算出
された特徴量Ｆ（ｉ）が閾値θ（ｉ）よりも小さくない場合には（ステップＳ９４９）、
弱仮説ｈ（ｉ）＝１と算出される（ステップＳ９５１）。
【０１１７】
　続いて、対象物検出辞書メモリ２３５に記憶されている対象物検出辞書のｉ行目の重み
３１７に格納されている値α（１）と算出された弱仮説ｈ（ｉ）が乗算され、この乗算に
より求められた値ｈ（１）α（１）がスコアＳに加算される（ステップＳ９５２）。
【０１１８】
　続いて、変数ｉに「１」が加算され（ステップＳ９５３）、変数ｉがｔよりも大きいか
否かが判断される（ステップＳ９５４）。変数ｉがｔよりも大きくない場合には（ステッ
プＳ９５４）、対象物検出辞書メモリ２３５に記憶されている対象物検出辞書の各行の値
についての判定処理が終了していないため、ステップＳ９４３に戻り、同一の対象物検出
辞書を用いた判定処理を繰り返す（ステップＳ９４３乃至Ｓ９５３）。一方、変数ｉがｔ
よりも大きい場合には（ステップＳ９５４）、対象物検出辞書メモリ２３５に記憶されて
いる対象物検出辞書の各行の値についての判定処理が終了しているため、ステップＳ９５
５に進み、スコアＳの値が０以上であるか否かが判断される（ステップＳ９５５）。
【０１１９】
　スコアＳの値が０以上である場合には（ステップＳ９５５）、判定対象画像は対象物を
含むと判定される（ステップＳ９５６）。一方、スコアＳの値が０よりも小さい場合には
（ステップＳ９５５）、判定対象画像は対象物を含まないと判定される（ステップＳ９５
７）。
【０１２０】
　図１８は、本発明の実施の形態における撮像装置１００による撮像画像記録処理の処理
手順を示すフローチャートである。この処理手順は、図１５に示す処理手順の一部を変形
したものであり、ステップＳ９６１の処理手順を追加した点以外は、図１５に示す処理手
順と同様である。このため、ステップＳ９６１以外の処理手順についての詳細な説明は省
略する。
【０１２１】
　指定対象物自動撮影モードが設定されている場合において（ステップＳ９０１）、シャ
ッターボタン１７１が押下された場合には（ステップＳ９０２）、指定された対象物に関
連付けて記憶されている音声情報に対応する音声が出力される（ステップＳ９６１）。こ
こで、図７に示す「自動撮影の対象物指定メニュー」画面において、「犬／猫」指定ボタ
ン３３３が押下されている場合には、犬および猫に関連付けて記憶されている音声情報に
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対応する音声を同時に出力するようにしてもよく、交互に出力するようにしてもよい。ま
た、何れか一方のみを出力するようにしてもよい。
【０１２２】
　以上では、図７に示す「自動撮影の対象物指定メニュー」画面において、「犬」指定ボ
タン３３１が押下されている場合において、犬の顔の正面が検出された場合には、犬に関
連する音声情報を出力する例について説明した。ここで、例えば、犬の顔の正面が、撮像
装置１００側を向く前の状態でも、撮像装置１００側にある程度向いている場合には、音
声情報を出力することにより、犬の顔の正面が、撮像装置１００側を向く可能性をさらに
高めることができると考えられる。そこで、以下では、犬または猫の顔の側面および正面
を検出した場合に、検出された対象物に関連する音声情報を出力する例について説明する
。
【０１２３】
　図１９は、本発明の実施の形態における対象物検出辞書データベース３００に記憶され
ている対象物検出辞書を概略的に示す図である。ここでは、対象物検出辞書データベース
３００には、犬の正面顔検出辞書６０１と、猫の正面顔検出辞書６０２と、犬の側面顔検
出辞書６０３と、猫の側面顔検出辞書６０４とが記憶されている例について説明する。こ
こで、犬の正面顔検出辞書６０１は、犬の正面顔を検出するための対象物検出辞書であり
、猫の正面顔検出辞書６０２は、猫の正面顔を検出するための対象物検出辞書であり、犬
の側面顔検出辞書６０３は、犬の側面顔を検出するための対象物検出辞書であり、猫の側
面顔検出辞書６０４は、猫の側面顔を検出するための対象物検出辞書である。なお、犬の
正面顔検出辞書６０１、猫の正面顔検出辞書６０２、犬の側面顔検出辞書６０３および猫
の側面顔検出辞書６０４は、各項目に格納される各値が異なる以外の点については、図５
に示す犬検出辞書３１０および猫検出辞書３２０と同様であるため、ここでの詳細な説明
については省略する。
【０１２４】
　例えば、図７に示す「自動撮影の対象物指定メニュー」画面において、「犬」指定ボタ
ン３３１が押下されて、指定対象物自動撮影モードが設定されている場合には、犬の正面
顔検出辞書６０１および犬の側面顔検出辞書６０３を用いて、犬の顔の正面および側面を
検出することが可能である。
【０１２５】
　図２０は、本発明の実施の形態における撮像装置１００を用いて犬を撮影する場合にお
ける液晶パネル１８１の表示例を示す図である。図２０（ａ）では、犬の顔の側面が液晶
パネル１８１に表示されている状態を示し、図２０（ｂ）では、犬の顔の正面が液晶パネ
ル１８１に表示されている場合を示す。なお、図２０（ａ）に示す場合には、犬の顔の側
面が撮像画像に含まれるため、撮像画像から検出された犬の顔の周りにマーカ６１１が付
されるとともに、音声情報（ワンワン）が音声出力部１９０から出力される。また、図２
０（ｂ）に示す場合には、犬の顔の正面が撮像画像に含まれるため、撮像画像から検出さ
れた犬の顔の周りにマーカ６１２が付されるとともに、音声情報（ワンワン）が音声出力
部１９０から出力されて撮像画像が記録される。これらの撮像画像の記録については、図
２１および図２２を参照して詳細に説明する。
【０１２６】
　図２１および図２２は、本発明の実施の形態における撮像装置１００を用いて犬を撮影
する場合を模式的に示す図である。図２１（ａ）では、床に寝ている犬５１０を撮影する
ため、撮像装置１００を三脚１０１に固定して犬５１０の正面に設置したものの、犬５１
０の顔がレンズ１１１とは反対側を向いている状態を示す。ここでは、図７に示す「自動
撮影の対象物指定メニュー」において、「犬」指定ボタン３３１がユーザにより押下され
て指定対象物自動撮影モードが設定されている状態で、シャッターボタン１７１がユーザ
により押下される例を示す。
【０１２７】
　図２１（ａ）に示すように、シャッターボタン１７１が指１０２により押下されると、
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対象物検出部２３０が撮像画像から犬を検出する犬検出処理を開始する。ここで、指定対
象物自動撮影モードが設定されている状態で、シャッターボタン１７１が押下された場合
には、犬５１０の顔を検出するまで撮像画像の記録が行われない。そして、図２１（ｂ）
に示すように、対象物検出部２３０により犬５１０の顔の側面が検出されると、音声情報
（ワンワン）が音声出力部１９０から出力される。なお、犬５１０の顔の側面が検出され
た場合には、音声情報（ワンワン）が出力されるのみで、撮像画像は記録されない。また
、図２２（ａ）に示すように、対象物検出部２３０により犬５１０の顔の正面が検出され
ると、音声情報（ワンワン）が音声出力部１９０から出力される。続いて、図２２（ｂ）
に示すように、音声情報（ワンワン）が音声出力部１９０から出力された直後に撮像画像
が記録される。
【０１２８】
　このように、犬５１０の顔の側面が検出された場合には、犬５１０がレンズ１１１側に
顔を向き始めていることが考えられる。そこで、この検出の際に犬に関連する音声情報（
ワンワン）を出力して犬５１０の興味をレンズ１１１側に引くようにして、犬５１０がレ
ンズ１１１側に顔を向ける可能性を高める。そして、犬５１０の顔の正面が検出された場
合には、この検出の際に犬に関連する音声情報（ワンワン）を出力して犬５１０の興味を
さらに引くようにして、犬５１０の顔がさらにレンズ１１１側に向くようにして撮像画像
を記録する。このように、犬の顔の側面が検出された場合と、犬の顔の正面が検出された
場合との２段階で、犬に関連する音声情報（ワンワン）を出力することにより、犬５１０
の興味をレンズ１１１側にさらに引くことができ、犬５１０がレンズ１１１側に顔を向く
可能性を高めることができる。
【０１２９】
　また、図１４と同様に、犬に関する異なる２つの音声情報（例えば、高音のワンワン、
低音のワンワン）を音声記憶部１６０に記憶しておき、犬の顔の側面が検出された場合に
おける音声情報の出力と、犬の顔の正面が検出された場合における音声情報の出力とを異
なるようにしてもよい。このように、２段階で異なる音を出力することにより、犬５１０
の興味をさらに引くことができる。
【０１３０】
　図２３は、本発明の実施の形態における撮像装置１００による撮像画像記録処理の処理
手順を示すフローチャートである。この処理手順は、図１５に示す処理手順の一部を変形
したものであり、ステップＳ９０４およびＳ９０５の代わりに、ステップＳ９７１および
Ｓ９７４を設け、さらに、ステップＳ９７２およびＳ９７３の処理手順を追加した点以外
は、図１５に示す処理手順と同様である。このため、ステップＳ９７１乃至Ｓ９７４以外
の処理手順についての詳細な説明は省略する。
【０１３１】
　撮像部１１２により生成された撮像画像について対象物検出処理が行われ（ステップＳ
９２０）、対象物検出部２３０が、撮像部１１２により生成された撮像画像から、指定さ
れた対象物の正面を検出したか否かが判断される（ステップＳ９７１）。撮像部１１２に
より生成された撮像画像から、指定された対象物の正面が検出されていない場合には（ス
テップＳ９７１）、対象物検出部２３０が、撮像部１１２により生成された撮像画像から
、指定された対象物の側面を検出したか否かが判断される（ステップＳ９７２）。撮像部
１１２により生成された撮像画像から、指定された対象物の側面が検出された場合には（
ステップＳ９７２）、側面が検出された対象物に関連付けて格納されている音声情報に対
応する音声が音声出力部１９０から出力され（ステップＳ９７３）、ステップＳ９０３に
戻る。一方、撮像部１１２により生成された撮像画像から、指定された対象物の正面が検
出されていない場合には（ステップＳ９７２）、ステップＳ９０３に戻る。
【０１３２】
　また、撮像部１１２により生成された撮像画像から、指定された対象物の正面が検出さ
れた場合には（ステップＳ９７１）、正面が検出された対象物に関連付けて格納されてい
る音声情報に対応する音声が音声出力部１９０から出力され（ステップＳ９７４）、現在
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の撮像画像が記録部１５０に記録される（ステップＳ９０６）。
【０１３３】
　以上では、撮像画像を記録する際に対象物の興味をひきつけるため、検出された対象物
に関連する音声情報を出力して撮像画像を記録する例について説明した。このように、指
定された対象物に関連する音声情報を出力することにより、その対象物の興味をひきつけ
ることができるとともに、撮像画像を記録したことをユーザに通知することができる。こ
こで、例えば、記録された撮像画像のブレの有無に応じた通知を行うことができれば、こ
の通知を受け取ったユーザが再撮影の有無等を迅速に判断することができると考えられる
。そこで、以下では、撮像画像を記録する際における撮像画像のブレの有無に応じて異な
る音声情報を出力することにより、記録された撮像画像がブレているか否かをユーザに通
知する例について説明する。
【０１３４】
　図２４は、本発明の実施の形態における音声記憶部７００に記憶されている内容を概略
的に示す図である。この例では、撮像装置１００において、音声記憶部１６０の代わりに
音声記憶部７００を設けた例について説明する。音声記憶部７００には、対象物７０１お
よび音声情報７０２が関連付けて記憶されている。
【０１３５】
　対象物７０１は、自動撮影を行う対象物として指定可能な対象物であり、例えば、「犬
」および「猫」が格納される。この対象物７０１は、図６に示す対象物１６１に対応する
。
【０１３６】
　音声情報７０２は、音声出力部１９０から音声を出力させるための音声情報であり、対
象物に関連付けて「ブレ無し」および「ブレ有り」の２つの音声情報が格納される。なお
、図２４では、例えば、「犬」に関連付けて格納される「ブレ無し」の音声情報を「ワン
ワン」で表すとともに「ブレ有り」の音声情報を「キャイーン」で表し、「猫」に関連付
けて格納される「ブレ無し」の音声情報を「ニャーニャー」で表すとともに「ブレ有り」
の音声情報を「ギャーギャー」で表す。この例では、対象物が検出された場合に出力され
る音声情報として「ブレ無し」の音声情報を用いる例について説明する。
【０１３７】
　図２５は、本発明の実施の形態における撮像装置１００を用いて犬を撮影する場合を模
式的に示す図である。図２５に示す例は、撮像画像を記録する際における撮像画像のブレ
の有無に応じて異なる音声情報を出力する点（図２５（ｃ）に示す）以外は、図１３に示
す例と同じである。このため、図２５（ｃ）について詳細に説明し、その他の点について
の詳細な説明を省略する。
【０１３８】
　図２５（ｂ）に示すように、対象物検出部２３０により犬５１０の顔が検出されると、
「ブレ無し」の音声情報（ワンワン）が音声出力部１９０から出力される。続いて、図２
５（ｃ）に示すように、音声情報（ワンワン）が音声出力部１９０から出力された直後に
撮像画像が記録される。この撮像画像が記録される際に、この撮像画像におけるブレの有
無が判定され、ブレがあると判定されると、図２５（ｃ）に示すように、「ブレ有り」の
音声情報（キャイーン）が音声出力部１９０から出力される。なお、撮像画像におけるブ
レの有無の判定は、例えば、記憶装置Ｉ／Ｆ２４０を介して記憶装置部１３０から取得さ
れた現在の撮像画像をカメラパラメータ制御部２２０が評価することにより行うことがで
きる。すなわち、現在の撮像画像における周波数成分のうちで、比較的高い周波数成分が
多い場合には、ブレていない画像であると判定し、現在の撮像画像における周波数成分の
うちで、比較的高い周波数成分が少ない場合には、ブレている画像であると判定すること
ができる。
【０１３９】
　このように、犬の顔が検出された際に「ブレ無し」の音声情報（ワンワン）を出力し、
記録時における撮像画像にブレがあると判定されると、「ブレ有り」の音声情報（キャイ
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ーン）を出力することにより、犬５１０の顔の正面の撮像画像を記録したが、この撮像画
像がブレていることをユーザに迅速に通知することができる。また、撮影時における通常
のシャッター音の代わりに、ブレの有無に応じた対象物に関連する音声情報を出力するこ
とにより、撮影に対する面白みを高めることができる。なお、撮像画像におけるブレの有
無の判定以外の評価を行い、この撮像画像の評価結果に応じて音声情報を出力するように
してもよい。例えば、合焦の程度を表す評価値、指定された対象物にどれだけ近いかの度
合いを示す評価値、撮像画像における被写体の明るさを示す評価値等を算出し、これらの
評価値を評価結果として用いることができる。例えば、これらの評価値が全て高い値とな
った場合には、音声情報（ワンワン）を出力し、これらの評価値のうちで何れかが低い価
となった場合には、音声情報（キャイーン）を出力することができる。
【０１４０】
　図２６は、本発明の実施の形態における撮像装置１００による撮像画像記録処理の処理
手順を示すフローチャートである。この処理手順は、図１５に示す処理手順の一部を変形
したものであり、ステップＳ９０５の代わりに、ステップＳ９８１を設け、さらに、ステ
ップＳ９８２乃至Ｓ９８４の処理手順を追加した点以外は、図１５に示す処理手順と同様
である。このため、ステップＳ９８１乃至Ｓ９８４以外の処理手順についての詳細な説明
は省略する。
【０１４１】
　対象物検出部２３０が、撮像部１１２により生成された撮像画像から、指定された対象
物を検出したか否かが判断され（ステップＳ９０４）、撮像部１１２により生成された撮
像画像から、指定された対象物が検出された場合には、検出された対象物に関連付けて格
納されている「ブレ無し」の音声情報に対応する音声が音声出力部１９０から出力される
（ステップＳ９８１）。
【０１４２】
　また、記録部１５０に記録された現在の撮像画像のブレの有無が判定される（ステップ
Ｓ９８２）。記録部１５０に記録された現在の撮像画像にブレが有ると判定された場合に
は（ステップＳ９８２）、検出された対象物に関連付けて格納されている「ブレ有り」の
音声情報に対応する音声が音声出力部１９０から出力される（ステップＳ９８３）。一方
、記録部１５０に記録された現在の撮像画像にブレが無いと判定された場合には（ステッ
プＳ９８２）、検出された対象物に関連付けて格納されている「ブレ無し」の音声情報に
対応する音声が音声出力部１９０から出力される（ステップＳ９８４）。
【０１４３】
　以上で示したように、本発明の実施の形態では、例えば、ユーザからの指示を理解でき
ない動物の顔が検出された際に撮像画像を記録するため、その動物の顔がレンズ１１１側
に向いた瞬間の適切なタイミングで撮像画像を記録することができる。また、その動物の
顔が検出された際にその動物に関連する音声情報を出力してその動物の興味を撮像装置１
００側に向けさせることにより、その動物の顔がさらにレンズ１１１側に向いた瞬間に撮
像画像を記録することができる。これにより、その動物の顔の正面の撮像画像を記録する
場合に、その動物の顔が撮像装置１００側に向いた際における適切なタイミングで撮像画
像を記録することができる。すなわち、撮影者からの指示を理解できない対象物の撮像画
像を適切に記録することができる。また、撮像画像の記録の際にその動物に関連する音声
情報を出力することにより、その動物の興味を引くことができるとともに、ユーザに対し
ても撮像画像を記録したことを通知することができる。また、動物の撮影時にその動物に
関連する音声を出力することにより、娯楽的な側面も備える撮像装置を提供することがで
きる。
【０１４４】
　また、撮像画像が対象物を含むか否かを判定するための判定情報として、対象物検出辞
書データベース３００に記憶されている対象物検出辞書を用いるため、判定処理時におけ
る辞書の入替が可能である。このため、複数の対象物を指定された場合についても、複数
の対象物を検出することが可能である。また、例えば、犬の目は白部分が少ないため、犬
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の視線の同定までは困難であることが多い。このため、犬の正面顔を検出することは困難
であることが多い。そこで、本発明の実施の形態では、矩形特徴を用いた判定処理を行う
ことにより、検出が困難である対象物の検出精度を向上させることができる。
【０１４５】
　なお、本発明の実施の形態に示す各図では、音声記憶部１６０に記憶されている音声情
報を１回または２回繰り返して出力する例を示すが、一定時間繰り返して出力するように
してもよい。また、出力時間をユーザが設定可能とするようにしてもよい。また、音声記
憶部１６０に記憶されている音声情報を、ユーザが記憶可能とするようにしてもよい。例
えば、ユーザが飼っている犬の鳴き声や同種の犬の鳴き声等を録音して音声記憶部１６０
に記憶しておき、この泣き声を用いて自動撮影を行うようにしてもよい。
【０１４６】
　また、本発明の実施の形態では、１回のシャッターボタンの押下操作により、１枚の撮
像画像を記録する例について説明したが、１回のシャッターボタンの押下操作により、一
定枚数（例えば、６枚）の撮像画像を連続して記録するようにしてもよい。また、記録さ
れる撮像画像が一定枚数に達するまで、対象物が検出される毎に撮像画像を記録するよう
にしてもよい。
【０１４７】
　また、本発明の実施の形態では、対象物として「犬」および「猫」を例にして説明した
が、哺乳類等の他の動物を対象物とする場合についても本発明の実施の形態を適用するこ
とができる。また、人間の赤ちゃんを対象物とする場合についても本発明の実施の形態を
適用することができる。ここで、人間の赤ちゃんを対象物とする場合には、赤ちゃんに関
連する音声情報として、例えば、赤ちゃんを呼ぶ母親の声を用いることができる。
【０１４８】
　なお、対象物の検出精度を高めるため、例えば、対象物の種類毎に対象物検出辞書を設
けるようにしてもよい。犬の場合には、例えば、日本国内における一般的な犬の顔（例え
ば、小麦色（キツネ色）で柴犬型の顔）を検出するための対象物検出辞書、「チワワ」を
検出するための対象物検出辞書等を設けることができる。
【０１４９】
　また、本発明の実施の形態では、撮像画像が対象物を含むか否かを判定するための判定
情報として、対象物検出辞書データベース３００に記憶されている対象物検出辞書を用い
る例について説明したが、撮像画像が対象物を含むか否かを判定することができる他の判
定処理を用いるようにしてもよい。例えば、矩形特徴の代わりに、判定対象画像上の２点
間の輝度値の差分値を用いる判定器を用いた判定処理を行うことができる。
【０１５０】
　また、静止画および動画を撮像するカムコーダ（camcorder：camera and recorder）や
撮像機能を備える携帯電話機の各種の撮像装置に本発明の実施の形態を適用することがで
きる。
【０１５１】
　なお、本発明の実施の形態は本発明を具現化するための一例を示したものであり、特許
請求の範囲における発明特定事項とそれぞれ対応関係を有するが、これに限定されるもの
ではなく本発明の要旨を逸脱しない範囲において種々の変形を施すことができる。
【０１５８】
　なお、本発明の実施の形態において説明した処理手順は、これら一連の手順を有する方
法として捉えてもよく、また、これら一連の手順をコンピュータに実行させるためのプロ
グラム乃至そのプログラムを記憶する記録媒体として捉えてもよい。
【図面の簡単な説明】
【０１５９】
【図１】本発明の実施の形態における撮像装置１００の一構成例を示すブロック図である
。
【図２】本発明の実施の形態におけるカメラ制御部２００の機能構成例を示すブロック図
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である。
【図３】本発明の実施の形態における撮像装置１００の外観を示す斜視図である。
【図４】本発明の実施の形態における対象物検出部２３０の機能構成例を示すブロック図
である。
【図５】本発明の実施の形態における対象物検出辞書データベース３００に記憶されてい
る対象物検出辞書を概略的に示す図である。
【図６】本発明の実施の形態における音声記憶部１６０に記憶されている内容を概略的に
示す図である。
【図７】本発明の実施の形態における液晶パネル１８１に表示されるメニュー画面の一例
を示す図である。
【図８】本発明の実施の形態における対象物判定部２３６による対象物判定処理の対象と
なる画像を取り出す画像取出方法の概略を示す図である。
【図９】本発明の実施の形態における対象物判定部２３６による対象物判定処理の対象と
なる画像を取り出す画像取出方法の概略を示す図である。
【図１０】本発明の実施の形態における判定対象画像と、判定処理に用いられる矩形特徴
とを示す図である。
【図１１】本発明の実施の形態における液晶パネル１８１に表示される撮像画像の一例を
示す図である。
【図１２】本発明の実施の形態における撮像装置１００を用いて犬を撮影する場合におけ
る液晶パネル１８１の表示例を示す図である。
【図１３】本発明の実施の形態における撮像装置１００を用いて犬を撮影する場合を模式
的に示す図である。
【図１４】本発明の実施の形態における撮像装置１００を用いて犬を撮影する場合を模式
的に示す図である。
【図１５】本発明の実施の形態における撮像装置１００による撮像画像記録処理の処理手
順を示すフローチャートである。
【図１６】本発明の実施の形態における撮像装置１００による撮像画像記録処理の処理手
順のうちの対象物検出処理手順を示すフローチャートである。
【図１７】本発明の実施の形態における撮像装置１００による対象物検出処理の処理手順
のうちの判定処理手順を示すフローチャートである。
【図１８】本発明の実施の形態における撮像装置１００による撮像画像記録処理の処理手
順を示すフローチャートである。
【図１９】本発明の実施の形態における対象物検出辞書データベース３００に記憶されて
いる対象物検出辞書を概略的に示す図である。
【図２０】本発明の実施の形態における撮像装置１００を用いて犬を撮影する場合におけ
る液晶パネル１８１の表示例を示す図である。
【図２１】本発明の実施の形態における撮像装置１００を用いて犬を撮影する場合を模式
的に示す図である。
【図２２】本発明の実施の形態における撮像装置１００を用いて犬を撮影する場合を模式
的に示す図である。
【図２３】本発明の実施の形態における撮像装置１００による撮像画像記録処理の処理手
順を示すフローチャートである。
【図２４】本発明の実施の形態における音声記憶部７００に記憶されている内容を概略的
に示す図である。
【図２５】本発明の実施の形態における撮像装置１００を用いて犬を撮影する場合を模式
的に示す図である。
【図２６】本発明の実施の形態における撮像装置１００による撮像画像記録処理の処理手
順を示すフローチャートである。
【符号の説明】
【０１６０】
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　１００　撮像装置
　１０１　三脚
　１１１　レンズ
　１１２　撮像部
　１２０　システム制御部
　１３０　記憶装置部
　１４０　外部Ｉ／Ｆ部
　１５０　記録部
　１６０　音声記憶部
　１７０　操作入力部
　１７１　シャッターボタン
　１８０　表示部
　１８１　液晶パネル
　１９０　音声出力部
　２００　カメラ制御部
　２１０　シーケンス制御部
　２２０　カメラパラメータ制御部
　２３０　対象物検出部
　２３１　画像取得部
　２３２　画像縮小部
　２３３　画像取出部
　２３５　対象物検出辞書メモリ
　２３６　対象物判定部
　２３７　判定結果出力部
　２４０　記憶装置Ｉ／Ｆ
　３００　対象物検出辞書データベース
　７００　音声記憶部



(28) JP 5040734 B2 2012.10.3

【図１】 【図２】

【図３】 【図４】



(29) JP 5040734 B2 2012.10.3

【図５】 【図６】

【図７】 【図８】



(30) JP 5040734 B2 2012.10.3

【図１３】 【図１４】

【図１５】 【図１６】



(31) JP 5040734 B2 2012.10.3

【図１７】 【図１８】

【図１９】 【図２１】



(32) JP 5040734 B2 2012.10.3

【図２２】 【図２３】

【図２４】 【図２５】



(33) JP 5040734 B2 2012.10.3

【図２６】



(34) JP 5040734 B2 2012.10.3

【図９】



(35) JP 5040734 B2 2012.10.3

【図１０】



(36) JP 5040734 B2 2012.10.3

【図１１】



(37) JP 5040734 B2 2012.10.3

【図１２】



(38) JP 5040734 B2 2012.10.3

【図２０】



(39) JP 5040734 B2 2012.10.3

10

フロントページの続き

(56)参考文献  特開２００５－０９４１３３（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００５－００５８４２（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００２－１０７８０７（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｈ０４Ｎ　　　５／２２２　　　
              Ｇ０３Ｂ　　１５／００　　　　
              Ｇ０３Ｂ　　１７／０２　　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

