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(57)【要約】
【課題】本発明は、画像表示装置、画像表示方法、画像
表示方法のプログラム及び画像表示方法のプログラムを
記録した記録媒体に関し、例えば写真を印刷する端末装
置に適用して、ピンぼけ等を簡易かつ確実に確認するこ
とができるようにする。
【解決手段】本発明は、静止画像から主要部を検出して
切り出し、この切り出した主要部を表示する。
【選択図】　　　　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　静止画像から前記静止画像の主要部を検出する主要部検出手段と、
　前記主要部検出手段の検出結果に基づいて、前記静止画像から前記主要部を切り出す切
り出し手段と、
　前記切り出し手段により切り出された前記主要部による主要部画像を表示する表示手段
と
　を備えることを特徴とする画像表示装置。
【請求項２】
　前記表示手段は、
　複数の前記静止画像による複数の前記主要部画像を一覧表示する
　ことを特徴とする請求項１に記載の画像表示装置。
【請求項３】
　前記表示手段は、
　ユーザーの操作に応動して、前記主要部画像の表示を対応する前記静止画像の前記サム
ネイル画像の表示に切り換える
　ことを特徴とする請求項１に記載の画像表示装置。
【請求項４】
　前記静止画像が、記録媒体に記録された静止画像であり、
　前記一覧表示で選択された前記静止画像を印刷する印刷手段を有する
　ことを特徴とする請求項２に記載の画像表示装置。
【請求項５】
　前記静止画像が、一体に保持された撮像手段で取得された静止画像であり、
　ユーザーによる操作に応動して、前記静止画像を記録媒体に記録する記録手段を有する
　ことを特徴とする請求項１に記載の画像表示装置。
【請求項６】
　前記主要部が、人物の顔である
　ことを特徴とする請求項１に記載の画像表示装置。
【請求項７】
　静止画像を表示する画像表示方法において、
　前記静止画像から前記静止画像の主要部を検出する主要部検出のステップと、
　前記主要部検出のステップの検出結果に基づいて、前記静止画像から前記主要部を切り
出す切り出しステップと、
　前記切り出しステップにより切り出された前記主要部による主要部画像を表示する表示
ステップとを有する
　ことを特徴とする画像表示方法。
【請求項８】
　静止画像を表示する画像表示方法のプログラムにおいて、
　前記静止画像から前記静止画像の主要部を検出する主要部検出のステップと、
　前記主要部検出のステップの検出結果に基づいて、前記静止画像から前記主要部を切り
出す切り出しステップと、
　前記切り出しステップにより切り出された前記主要部による主要部画像を表示する表示
ステップとを有する
　ことを特徴とする画像表示方法のプログラム。
【請求項９】
　静止画像を表示する画像表示方法のプログラムを記録した記録媒体において、
　前記画像表示方法は、
　前記静止画像から前記静止画像の主要部を検出する主要部検出のステップと、
　前記主要部検出のステップの検出結果に基づいて、前記静止画像から前記主要部を切り
出す切り出しステップと、
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　前記切り出しステップにより切り出された前記主要部による主要部画像を表示する表示
ステップとを有する
　ことを特徴とする画像表示方法のプログラムを記録した記録媒体。

                                                                                
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、画像表示装置、画像表示方法、画像表示方法のプログラム及び画像表示方法
のプログラムを記録した記録媒体に関し、例えば写真を印刷する端末装置に適用すること
ができる。本発明は、静止画像から主要部を検出して表示することにより、ピンぼけ等を
簡易かつ確実に確認することができるようにする。
【背景技術】
【０００２】
　近年、大型のＤＰＥ店、コンビニエンスストアー等には、電子スチルカメラで撮影した
写真を印刷する端末装置が設置されている。この端末装置は、ユーザー自身が操作して写
真を印刷する装置であり、撮像結果である静止画像を記録したメモリカード等の記録媒体
を装着すると、各種のメニューが表示部で表示され、このメニューの選択により、記録媒
体に記録された静止画像がサムネイル画像により一覧表示される。またこの一覧表示にお
いて、印刷対象、印刷サイズ、印刷枚数等を設定して印刷を指示すると、設定された印刷
対象を印刷する。
【０００３】
　このような端末装置には、プレビューの機能が設けられており、ユーザーの選択したサ
ムネイル画像を原画像により表示し、印刷する前にピンぼけ等の異常を確認できるように
構成されている。
【０００４】
　これに対して撮像装置に関して、例えば特開２００５－２９５４７６号公報には、サム
ネイル画像の一覧表示に関する工夫が開示されている。ここで特開２００５－２９５４７
６号公報に開示の手法は、サムネイル画像の一覧表示において、確認対象のサムネイル画
像、確認する部位の選択を受け付け、この選択されたサムネイル画像の選択された部位を
、原画像により表示してピンぼけ等の異常を確認できるように構成されている。
【０００５】
　ところでＤＰＥ店等に設置される端末装置において、プレビューの操作により、いちい
ちサムネイル画像を選択して原画像によりピンぼけ等を確認する場合、操作が煩雑な問題
がある。
【特許文献１】特開２００５－２９５４７６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明は以上の点を考慮してなされたもので、ピンぼけ等の異常を簡易かつ確実に確認
することができる画像表示装置、画像表示方法、画像表示方法のプログラム及び画像表示
方法のプログラムを記録した記録媒体を提案しようとするものである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記の課題を解決するため請求項１の発明は、画像表示装置に適用して、静止画像から
前記静止画像の主要部を検出する主要部検出手段と、前記主要部検出手段の検出結果に基
づいて、前記静止画像から前記主要部を切り出す切り出し手段と、前記切り出し手段によ
り切り出された前記主要部による主要部画像を表示する表示手段とを備えるようにする。
【０００８】
　また請求項７の発明は、静止画像を表示する画像表示方法に適用して、前記静止画像か
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ら前記静止画像の主要部を検出する主要部検出のステップと、前記主要部検出のステップ
の検出結果に基づいて、前記静止画像から前記主要部を切り出す切り出しステップと、前
記切り出しステップにより切り出された前記主要部による主要部画像を表示する表示ステ
ップとを有するようにする。
【０００９】
　また請求項８の発明は、静止画像を表示する画像表示方法のプログラムに適用して、前
記静止画像から前記静止画像の主要部を検出する主要部検出のステップと、前記主要部検
出のステップの検出結果に基づいて、前記静止画像から前記主要部を切り出す切り出しス
テップと、前記切り出しステップにより切り出された前記主要部による主要部画像を表示
する表示ステップとを有するようにする。
【００１０】
　また請求項９の発明は、静止画像を表示する画像表示方法のプログラムを記録した記録
媒体に適用して、前記画像表示方法は、前記静止画像から前記静止画像の主要部を検出す
る主要部検出のステップと、前記主要部検出のステップの検出結果に基づいて、前記静止
画像から前記主要部を切り出す切り出しステップと、前記切り出しステップにより切り出
された前記主要部による主要部画像を表示する表示ステップとを有するようにする。
【００１１】
　請求項１、請求項７、請求項８又は請求項９の構成によれば、いちいち原画像により表
示する部位を指定しなくても、静止画像における主要部を確認することができる。従って
簡易かつ確実にピンぼけ等の異常を確認することができる。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明によれば、ピンぼけ等の異常を簡易かつ確実に確認することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　以下、適宜図面を参照しながら本発明の実施例を詳述する。
【実施例１】
【００１４】
　図２は、本発明の実施例１の画像印刷装置を示す斜視図である。この画像印刷装置１は
、電子スチルカメラで撮影した写真を印刷する端末装置であり、店舗に設置されて、メモ
リカード等の記録媒体に記録された静止画像を印刷する。
【００１５】
　ここで画像印刷装置１は、全体が縦長の長方形形状に形成され、正面に、印刷結果であ
る写真を取り出す取り出し口２が設けられる。またこの取り出し口２の上側に、各種記録
媒体を装填する記録媒体の挿入口３等が設けられる。またこの画像印刷装置１は、挿入口
３の上側に、タッチパネルを配置した画像表示部４が設けられ、この画像表示部４に表示
された各種メニューの選択をタッチパネルで検出してユーザーの操作を受け付ける。
【００１６】
　図３は、この画像印刷装置１を示すブロック図である。この画像印刷装置１において、
画像表示部４は、中央処理ユニット（ＣＰＵ）１１の制御により、ディスプレイコントロ
ーラ１２で液晶表示パネル（ＬＣＤ）１３を駆動し、この画像印刷装置１の処理に必要な
各種メニュー等を表示する。
【００１７】
　タッチパネル１４は、液晶表示パネル１３の表示面に配置され、ユーザーによるメニュ
ーの選択を中央処理ユニット１１に通知する。ドライバ１５は、中央処理ユニット１１の
制御により、記録媒体の挿入口３に挿入された各種記録媒体１６から画像データ等を取得
して中央処理ユニット１１に通知する。
【００１８】
　印刷部１７は、中央処理ユニット１１の制御により、所定の用紙に静止画像を印刷して
取り出し口３より排出する。なおこの実施例において、印刷部１７は、サーマルヘッドコ
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ントローラ１８及びメカコントローラ１９でサーマルヘッド２０及びプリントエンジン２
１を駆動して静止画像を印刷する。メモリ２２は、メモリコントローラ２３の制御により
印刷部１７で印刷する画像データ、画像表示部４で表示する各種画像データを一時格納し
て出力する。
【００１９】
　中央処理ユニット１１は、この画像印刷装置１全体の動作を制御する制御手段であり、
リードオンリメモリ（ＲＯＭ）２４に記録されたプログラムを実行して各部の動作を制御
する。なおこの実施例において、この中央処理ユニット１１のプログラムは、事前にイン
ストールして提供されるものの、これに代えて光ディスク、磁気ディスク、メモリカード
等の記録媒体に記録して提供するようにしてもよく、またインターネット等を介したダウ
ンロードにより提供するようにしてもよい。
【００２０】
　中央処理ユニット１１は、このプログラムの実行により、初期状態において、所定のト
ップメニュー画面を表示し、このトップメニュー画面において、所定のメニューが選択さ
れると、図４に示す挿入ガイド画面を表示する。ここでこの挿入ガイド画面は、ユーザー
に記録媒体１６の装着を促す表示であり、最上段に、記録媒体の挿入を促すメッセージが
表示され、最下段の左側にトップメニュー画面の表示を指示する「Ｔｏｐ　Ｍｅｎｕ」の
メニューが表示される。また中央に挿入口３に記録媒体１６を装着する際の画像が表示さ
れる。中央処理ユニット１１は、この挿入ガイド画面において、「Ｔｏｐ　Ｍｅｎｕ」の
メニューの選択が検出されると、トップメニュー画面に表示を切り換える。
【００２１】
　これに対してドライバ１５を介して何れかの挿入口３への記録媒体１６の挿入が検出さ
れると、中央処理ユニット１１は、図５に示すメニュー画面を表示する。ここでこのメニ
ュー画面は、この画像印刷装置１における処理を選択するメニュー画面であり、最上段に
、ユーザーに操作を促すメッセージが表示され、また続いて選択可能な各種のメニューが
表示される。ここで「プリント」のメニューは、記録媒体に記録された静止画像をサービ
スサイズ等により１枚ずつ印刷するメニューであり、「証明写真」のメニューは、証明用
の写真を印刷するメニューである。「インデックスプリント」のメニューは、インデック
スに供するいわゆるベタ焼きの印刷を選択するメニューであり、「合成プリント」のメニ
ューは、画像合成により例えば縁取り等を配置して印刷するメニューである。またこのメ
ニュー画面は、最下段に、トップメニュー画面の表示を指示する「Ｔｏｐ　Ｍｅｎｕ」の
メニューが表示される。
【００２２】
　中央処理ユニット１１は、このメニュー画面に表示した何れかのメニューの選択が検出
されると、画像表示部４の表示を切り換えてユーザーによる選択を受け付け、これにより
各メニューに係る一連の処理を実行する。この処理において、中央処理ユニット１１は、
「プリント」のメニューの選択が検出されると、図６に示すサムネイル画像の一覧表示画
面を表示する。
【００２３】
　ここでこのサムネイル画像の一覧表示画面は、記録媒体に記録された静止画像をサムネ
イル画像により一覧表示する画面である。この一覧表示画面は、各サムネイル画像に、印
刷枚数を設定する「＋」、「－」のメニューが表示される。また一覧表示画面の最下段に
は、印刷を指示する「Ｐｒｉｎｔ」のメニュー、プレビュー画像の表示を指示する「Ｐｒ
ｅｖｉｅｗ」のメニュー、フォーカス確認画面の表示を指示する「Ｆｏｃｕｓ」のメニュ
ーが表示される。また一覧表示をスクロールさせるページ送りキー、トップメニュー画面
の表示を指示する「Ｔｏｐ　Ｍｅｎｕ」のメニューが表示される。また最上段、右側には
、ヘルプ画面の表示を指示する「Ｈｅｌｐ」のメニューが表示される。
【００２４】
　中央処理ユニット１１は、この一覧表示画面において、印刷対象、印刷枚数の設定を受
け付け、「Ｐｒｉｎｔ」のメニューの操作により、画像表示部４の表示を切り換えて印刷
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サイズ等の設定を受け付けた後、設定された内容に従って印刷を開始する。
【００２５】
　これに対して何れかサムネイル画像が選択されて「Ｐｒｅｖｉｅｗ」のメニューが操作
されると、中央処理ユニット１１は、図７に示すように、選択されたサムネイル画像のプ
レビュー画像を子画面表示する。なおここでプレビュー画像の表示は、選択されたサムネ
イル画像に係る原画像の全部又は一部の表示である。
【００２６】
　これに対して「Ｆｏｃｕｓ」のメニューが選択されると、中央処理ユニット１１は、各
静止画像から主要部を検出し、図６との対比により図８に示すように、サムネイル画像を
この主要部の画像に置き換えて一覧表示する。
【００２７】
　ここで図１は、この主要部の処理に係る中央処理ユニット１１の処理手順を示すフロー
チャートである。中央処理ユニット１１は、この処理手順を開始すると、ステップＳＰ１
からステップＳＰ２に移り、サムネイル画像により表示している１つの画像を処理対象に
設定し、この処理対象の画像データを記録媒体１６から取得する。またパターンマッチン
グの手法を適用してこの画像データを処理することにより、この画像から人物の顔を検出
する。ここで人物の顔が検出されると、中央処理ユニット１１は、ステップＳＰ３に移り
、人物の顔が複数検出されたか否か判断する。
【００２８】
　ここで否定結果が得られると、この場合、この処理対象の画像は、図９（Ａ）に示すよ
うに、１人の人物を撮影した画像であって、この人物の顔の部分にフォーカスした画像で
あると考えられ、この顔の部分が最も主要な部分であると考えられることにより、中央処
理ユニット１１は、ステップＳＰ４に移り、図９（Ａ）との対比により図９（Ｂ）に示す
ように、検出した顔の領域の中心点から、一覧表示の表示サイズに対応する領域の画像デ
ータを切り出してメモリ２２に格納する。また続いてステップＳＰ５に移り、サムネイル
画像で表示している静止画像を全て処理したか否か判断し、ここで否定結果が得られると
、ステップＳＰ２に戻る。なおこの図９及び以下の図において、顔が検出された領域を破
線により矩形に囲って示す。
【００２９】
　これに対して例えば図１０（Ａ）に示すように、処理対象画像が集合写真の場合、人物
の顔が複数検出されることになり、中央処理ユニット１１は、ステップＳＰ３で肯定結果
が得られることになる。この場合、中央処理ユニット１１は、ステップＳＰ３からステッ
プＳＰ６に移り、複数の顔が検出された領域全体の大きさを判定し、この複数の顔が検出
された領域が一覧表示の表示サイズに納まらないか否か判断する。ここで否定結果が得ら
れると、中央処理ユニット１１は、ステップＳＰ６からステップＳＰ７に移り、図１０（
Ａ）との対比により図１０（Ｂ）に示すように、ステップＳＰ４と同様に、この複数の顔
が検出された領域の中心点から、一覧表示の表示サイズに対応する領域の画像データを切
り出してメモリ２２に格納した後、ステップＳＰ５に移る。
【００３０】
　これに対して例えば図１１（Ａ）に示すように、複数の人物を撮影した場合であって、
この複数の人物が離れている場合、中央処理ユニット１１は、ステップＳＰ６で肯定結果
が得られることになる。この場合、中央処理ユニット１１は、ステップＳＰ６からステッ
プＳＰ８に移り、検出された複数の顔から、重要度の高い側を選択する。なおこの実施例
では、顔が大きく検出された側を重要度の高い側として選択する。
【００３１】
　続いて中央処理ユニット１１は、ステップＳＰ９に移り、この選択した側の領域をステ
ップＳＰ４と同様に処理し、図１１（Ａ）との対比により図１１（Ｂ）に示すように、こ
の例では、手前側の人物の顔を切り出して画像データをメモリ２２に格納した後、ステッ
プＳＰ５に移る。
【００３２】
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　これに対して人物以外の風景等を撮影した場合には、ステップＳＰ２で顔を検出できな
いことにより、中央処理ユニット１１は、ステップＳＰ２からステップＳＰ１３に移る（
図１２）。ここで中央処理ユニット１１は、静止画像の各部を特徴付けるパラメータを検
出し、このパラメータを処理して重要度の高い領域を検出する。なおこのパラメータには
、領域の位置、形状、輝度、色彩、エッジ強度等が適用される。この実施例では、静止画
像を複数の領域に分割して領域毎にこれらのパラメータを検出した後、検出したパラメー
タを領域毎に統合して判定することにより、重要度の高い領域を検出する。
【００３３】
　中央処理ユニット１１は、このステップＳＰ１３において、重要度の高い領域が複数検
出されたか否か判断する。ここで否定結果が得られると、中央処理ユニット１１は、ステ
ップＳＰ１３からステップＳＰ１４に移り、図１３（Ａ）及び（Ｂ）に示すように、検出
した重要度の高い領域の中心点から、一覧表示の表示サイズに対応する領域の画像データ
を切り出してメモリ２２に格納した後、ステップＳＰ５に移る。
【００３４】
　これに対して例えば図１４（Ａ）に示すように、重要度の高い領域が複数検出されると
、中央処理ユニット１１は、ステップＳＰ１３からステップＳＰ１５に移る。ここで中央
処理ユニット１１は、この重要度の高い複数の領域が一覧表示の表示サイズに納まるらな
いか否か判断する。ここで否定結果が得られると、中央処理ユニット１１は、ステップＳ
Ｐ１５からステップＳＰ１６に移り、図１４（Ａ）との対比により図１４（Ｂ）に示すよ
うに、ステップＳＰ４と同様に、この複数の領域の中心点から、一覧表示の表示サイズに
対応する領域の画像データを切り出してメモリ２２に格納した後、ステップＳＰ５に移る
。
【００３５】
　これに対してステップＳＰ１３において、例えば図１５（Ａ）に示すように、重要度の
高い領域が複数検出され、この複数の領域が離れている場合、中央処理ユニット１１は、
ステップＳＰ１５で肯定結果が得られることになる。この場合、中央処理ユニット１１は
、ステップＳＰ１５からステップＳＰ１７に移り、検出された複数の領域から、重要度の
高い側の領域を選択する。なおこの実施例では、面積の大きな側を重要度の高い側として
選択する。
【００３６】
　続いて中央処理ユニット１１は、ステップＳＰ１８に移り、この選択した側の領域をス
テップＳＰ４と同様に処理し、図１５（Ａ）との対比により図１５（Ｂ）に示すように、
この例では、花の側の領域の画像データを切り出してメモリ２２に格納した後、ステップ
ＳＰ５に移る。
【００３７】
　中央処理ユニット１１は、一覧表示したサムネイル画像の全てについて、この処理手順
を完了すると、ステップＳＰ５（図１）で肯定結果が得られ、ステップＳＰ５からステッ
プＳＰ１９に移ってこの処理手順を終了する。またサムネイル画像による一覧表示を、切
り出してメモリ２２に格納した画像データによる一覧表示に切り換える。
（２）実施例の動作
　以上の構成において、この画像印刷装置１では（図２～図４）、ユーザーがメモリカー
ド等の記録媒体を装着してプリントのメニューを選択すると、記録媒体に記録された静止
画像がサムネイル画像で一覧表示され（図６）、この一覧表示において印刷対象の選択、
印刷サイズ、印刷枚数が受け付けられる。またユーザーが印刷を指示すると、設定された
印刷サイズ、印刷枚数で各静止画像が順次印刷されて取り出し口２から排出される。これ
によりユーザーは、所望する静止画像を簡易に印刷することができる。
【００３８】
　しかしながらサムネイル画像の一覧表示では、ピンぼけを確実に確認することが困難で
あり、これによりピンぼけに気付くことなく静止画像を無駄に印刷してしまう恐れがある
。
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【００３９】
　そこでこの画像印刷装置１では、一覧表示において、ユーザーがプレビューを指示する
と、ユーザーの選択したサムネイル画像に係る原画像が拡大表示され（図７）、これによ
りピンぼけ等を詳細に確認して印刷の無駄を防止することができる。
【００４０】
　しかしながら１枚１枚、プレビューしてピンぼけを確認する場合にあっては、操作が煩
雑になる。そこでこの画像印刷装置１では、サムネイル画像の一覧表示において、フォー
カスの確認が指示されると（図１、図７）、一覧表示されているサムネイル画像毎に、主
要部が検出される。またこの主要部の画像が元の静止画像から切り出され、対応する画像
データがメモリ２２に格納された後、サムネイル画像に代えて一覧表示される。
【００４１】
　これによりユーザーにおいては、一枚一枚、プレビューを指示して確認することなく、
サムネイル画像により一覧表示された複数枚の静止画像をまとめて確認することができ、
簡易かつ確実にピンぼけ等を確認することができる。
【００４２】
　具体的に画像印刷装置１では、始めに、人物の顔が検出され、人物の顔が検出された領
域が主要部に設定されて表示される。また人物の顔が複数検出された場合には、この複数
の顔を主要部として表示し、表示しきれない場合には、重要度の高い側を選択して表示す
る。また人物の顔が検出されない場合に限り、他の手法を適用して重要度の高い領域を検
出して主要部に設定する。
【００４３】
　すなわちこの種の印刷装置で印刷する静止画像は、殆どが人物を撮影したポートレート
であり、この実施例のように、人物の顔を検出して、人物の顔を検出できない場合に、他
の手法により重要度の高い部分を検出して主要部とすることにより、無駄な処理を有効に
回避して効率良く主要部を検出することができる。
【００４４】
　また重要度の高い領域を検出して主要部に設定する場合でも、重要度の高い領域が複数
検出された場合には、この複数の領域を主要部として表示し、表示しきれない場合には、
重要度の高い側を選択して表示する。これによりこの画像印刷装置では、ユーザーの所望
する箇所を確実に主要部に設定して確認することができる。
【００４５】
　（３）実施例の効果
　以上の構成によれば、静止画像から主要部を検出して表示することにより、ピンぼけ等
を簡易かつ確実に確認することができる。
【００４６】
　またこの主要部の表示を一覧表示としたことにより、複数の静止画像について、ピンぼ
け等をまとめて確認することができ、使い勝手を向上することができる。
【００４７】
　またこの主要部の一覧表示とサムネイル画像の一覧表示とを切り換えることにより、複
数の静止画像について、まとめて全体の様子を確認しながら、適宜、細部を確認すること
ができ、これによっても使い勝手を向上することができる。
【実施例２】
【００４８】
　この実施例では、本発明を撮像装置に適用して、撮影した静止画像を記録媒体に記録す
る際の確認用に、ユーザーの操作に応動して主要部を検出して表示する。なお記録媒体に
一旦記録した複数の静止画像を一覧表示して、削除する静止画像を選択する際に適用する
ようにしてもよい。
【００４９】
　この実施例によれば、撮像装置に適用して、簡易かつ確実にピンぼけ等を確認して無駄
な撮像結果を記録しないようにすることができる。
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【実施例３】
【００５０】
　なお上述の実施例においては、サムネイル画像の一覧表示と主要部の一覧表示とを切り
換える場合について述べたが、本発明はこれに限らず、プレビューの表示においても、主
要部を検出して部分的に表示するようにしてもよく、さらにはファイル名より表示対象を
選択した場合等に、直接、主要部を表示するようにしてもよい。
【００５１】
　また上述の実施例においては、画像印刷装置に本発明を適用する場合について述べたが
、本発明はこれに限らず、パーソナルコンピュータにおける画像印刷ソフト等にも広く適
用することができる。
【産業上の利用可能性】
【００５２】
　本発明は、例えば写真を印刷する端末装置に適用することができる。
【図面の簡単な説明】
【００５３】
【図１】本発明の実施例の画像印刷装置における中央処理ユニットの処理手順を示すフロ
ーチャートである。
【図２】本発明の実施例の画像印刷装置を示す斜視図である。
【図３】図２の画像印刷装置を示すブロック図である。
【図４】図２の画像印刷装置の挿入ガイド画面を示す平面図である。
【図５】図２の画像印刷装置のメニュー画面を示す平面図である。
【図６】図２の画像印刷装置のサムネイル画像による一覧表示画面を示す平面図である。
【図７】図２の画像印刷装置のプレビュー画像の表示画面を示す平面図である。
【図８】図２の画像印刷装置の主要部の一覧表示を示す平面図である。
【図９】図１の処理手順の説明に供する平面図である。
【図１０】複数の顔領域が検出された場合の処理の説明に供する平面図である。
【図１１】図１０とは異なる例の処理の説明に供する平面図である。
【図１２】図１の続きを示すフローチャートである。
【図１３】重要度の検出処理の説明に供する平面図である。
【図１４】重要度の高い領域が複数検出された場合の処理の説明に供する平面図である。
【図１５】図１４とは異なる例の処理の説明に供する平面図である。
【符号の説明】
【００５４】
　１……画像印刷装置、４……画像表示部、１１……中央処理ユニット、１４……タッチ
パネル
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【図１３】

【図１４】

【図１５】

【手続補正書】
【提出日】平成20年7月4日(2008.7.4)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】請求項３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【請求項３】
　前記表示手段は、
　ユーザーの操作に応動して、前記主要部画像の表示を対応する前記静止画像のサムネイ
ル画像の表示に切り換える
　ことを特徴とする請求項１に記載の画像表示装置。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１８】
　印刷部１７は、中央処理ユニット１１の制御により、所定の用紙に静止画像を印刷して
取り出し口２より排出する。なおこの実施例において、印刷部１７は、サーマルヘッドコ
ントローラ１８及びメカコントローラ１９でサーマルヘッド２０及びプリントエンジン２
１を駆動して静止画像を印刷する。メモリ２２は、メモリコントローラ２３の制御により
印刷部１７で印刷する画像データ、画像表示部４で表示する各種画像データを一時格納し
て出力する。
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