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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　表示手段と、
　被写体の測光を行う測光手段と、
　前記測光手段により測光を行い取得された測光値に基づいて露出制御値を設定して、露
出が目標露出となるように露出制御を行う露出制御手段と、
　前記測光手段により測光を行い取得された測光値に関する画像と、露出制御値である、
絞り値、電荷蓄積時間、撮影感度のうちの複数の項目を現在設定されている値から変更さ
せて露出制御を行うことで露出を目標露出とすることができる測光値に関する画像と、を
前記表示手段に表示させる表示制御手段と、を有し、
　前記表示制御手段は、前記測光手段により測光を行い取得された測光値が変化した際に
、前記露出制御手段が絞り値、電荷蓄積時間、撮影感度のうちの複数の項目を予め決めら
れた優先順位にしたがって変更させて露出制御を行う場合、優先順位の高い項目を変更す
ることで露出を目標露出とすることができる測光値に関する画像と、優先順位の低い項目
を変更することで露出を目標露出とすることができる測光値に関する画像と、を区別可能
なように前記表示手段に表示させることを特徴とする撮像装置。
【請求項２】
　前記表示制御手段は、前記測光手段により測光を行い取得された測光値に関する画像と
、前記露出を目標露出とすることができる測光値に関する画像と、を関連付けて前記表示
手段に表示させることを特徴とする請求項１記載の撮像装置。
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【請求項３】
　前記表示制御手段は、露出制御値を現在設定されている値から変更させて露出制御を行
うことで露出を目標露出とすることができる測光値に関する画像と、露出制御値を前記現
在設定されている値から変更させて露出制御を行うことで露出を目標露出とすることがで
きない測光値に関する画像と、を区別可能なように前記表示手段に表示させることを特徴
とする請求項１または２記載の撮像装置。
【請求項４】
　表示手段と、被写体の測光を行う測光手段と、前記測光手段により測光を行い取得され
た測光値に基づいて露出制御値を設定して、露出が目標露出となるように露出制御を行う
露出制御手段と、を有する撮像装置の制御方法であって、
　前記測光手段により測光を行い取得された測光値に関する画像と、露出制御値である、
絞り値、電荷蓄積時間、撮影感度のうちの複数の項目を現在設定されている値から変更さ
せて露出制御を行うことで露出を目標露出とすることができる測光値に関する画像と、を
前記表示手段に表示させる表示制御ステップを有し、
　前記表示制御ステップは、前記測光手段により測光を行い取得された測光値が変化した
際に、前記露出制御手段が絞り値、電荷蓄積時間、撮影感度のうちの複数の項目を予め決
められた優先順位にしたがって変更させて露出制御を行う場合、優先順位の高い項目を変
更することで露出を目標露出とすることができる測光値に関する画像と、優先順位の低い
項目を変更することで露出を目標露出とすることができる測光値に関する画像と、を区別
可能なように前記表示手段に表示させることを特徴とする撮像装置の制御方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、静止画や動画の撮影が可能で露出の連動範囲の表示が可能な撮像装置及び撮
像装置の制御方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、撮像装置（カメラ）では使用者が絞り値（Av値）やシャッタ速度（Tv値）を設定
することが可能となっている。例えば、使用者がAv値を設定しカメラがシャッタ速度とIS
O感度（撮影感度）を変更して撮影を行う露出モード（以下Av優先モード）を選択した場
合、従来のカメラは以下の制御を行っていた。周囲の明るさが変化し、シャッタ速度とIS
O感度が各々の限界値まで達すると、カメラ本体に装備されたシャッタ速度表示部を点滅
させることで連動範囲外である旨を警告するか、Av値を設定値以外の値に自動的に変更し
適正露光となるように制御を行っていた。
【０００３】
　また、例えば、使用者がシャッタ速度を設定しカメラがAv値とISO感度を変更して撮影
を行う露出モード（以下Tv優先モード）を選択した場合、Av優先モードにおけるAv値とシ
ャッタ速度を置き換えた制御を行っていた。尚、連動範囲とは、適正露光となるようにカ
メラが自動的に設定可能な範囲のことである。
【０００４】
　他方、上記カメラの制御に関連した技術としては以下の技術が提案されている（例えば
、特許文献１参照）。特許文献１では、ISO感度を自動的に設定可能なカメラと閃光装置
（ストロボ）の組み合わせにおいて、設定可能なISO感度の上限／下限とAv値をカメラか
ら閃光装置に送信し、閃光装置側でISO感度の範囲を加味した調光連動範囲の表示を行う
。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００５－１１５０６０号公報
【発明の概要】
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【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　上記の従来例では、使用者が設定するAv値やシャッタ速度等の設定値以外のカメラが変
更するパラメータが連動範囲外となった場合に警告表示が行われる。しかし、実際の露出
はオーバー（画像全体が白っぽい状態）やアンダー（画像全体が黒っぽい状態）となって
しまうという問題があった。
【０００７】
　また、上記の従来例では、設定値以外のカメラが変更するパラメータが連動範囲外とな
った場合にカメラが自動的に設定を変更する制御を行うため、露出は適正となる。しかし
、最初に使用者が設定したAv値によるボケ味（背景のボケを大きくするか否かの度合い）
、シャッタ速度でのストップ効果（動体撮影時に動体が停止した状態またはブレた状態に
写す手法）等の作画効果が得られないという問題があった。
【０００８】
　本発明の目的は、撮影前に周囲の明るさが変化した場合、適正露光で撮影が可能である
か、設定したシャッタ速度や絞り値のまま適正露光で撮影が可能であるかの目安を使用者
に知らせることを可能とする撮像装置及び撮像装置の制御方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記目的を達成するために、本発明に係る撮像装置は、表示手段と、被写体の測光を行
う測光手段と、前記測光手段により測光を行い取得された測光値に基づいて露出制御値を
設定して、露出が目標露出となるように露出制御を行う露出制御手段と、前記測光手段に
より測光を行い取得された測光値に関する画像と、露出制御値である、絞り値、電荷蓄積
時間、撮影感度のうちの複数の項目を現在設定されている値から変更させて露出制御を行
うことで露出を目標露出とすることができる測光値に関する画像と、を前記表示手段に表
示させる表示制御手段と、を有し、前記表示制御手段は、前記測光手段により測光を行い
取得された測光値が変化した際に、前記露出制御手段が絞り値、電荷蓄積時間、撮影感度
のうちの複数の項目を予め決められた優先順位にしたがって変更させて露出制御を行う場
合、優先順位の高い項目を変更することで露出を目標露出とすることができる測光値に関
する画像と、優先順位の低い項目を変更することで露出を目標露出とすることができる測
光値に関する画像と、を区別可能なように前記表示手段に表示させることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、撮影前に周囲の明るさが変化しても適正露光で撮影が可能であるか、
設定したシャッタ速度や絞り値のまま適正露光で撮影が可能であるかの目安を使用者に知
らせることが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本発明の第１の実施の形態に係る撮像装置としてのデジタルカメラの構成を示す
ブロック図である。
【図２ａ】デジタルカメラのデジタルカメラ本体のカメラマイコンの処理を示すフローチ
ャートである。
【図２ｂ】デジタルカメラのデジタルカメラ本体のカメラマイコンの処理を示すフローチ
ャートである。
【図３】本発明の第１の実施の形態に係るTv優先モード時のプログラム線図である。
【図４】本発明の第１の実施の形態に係るAv優先モード時のプログラム線図である。
【図５】本発明の第１の実施の形態に係るプログラム露出モード時のプログラム線図であ
る。
【図６】本発明の第１の実施の形態に係るマニュアル露出モードにおける画像表示部の表
示状態を示す図である。
【図７】本発明の第１の実施の形態に係るTv優先モードにおける画像表示部の表示状態を
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示す図である。
【図８】本発明の第１の実施の形態に係るTv優先モードかつISO感度固定状態における画
像表示部の表示状態を示す図である。
【図９】本発明の第１の実施の形態に係るAv優先モードにおける画像表示部の表示状態を
示す図である。
【図１０】本発明の第１の実施の形態に係るプログラム露出モードにおける画像表示部の
表示状態を示す図である。
【図１１】本発明の第１の実施の形態に係るAv優先モードにおける画像表示部の派生形の
表示状態を示す図である。
【図１２】本発明の第２の実施の形態に係るTv優先モードにおける画像表示部の表示状態
を示す図である。
【図１３】本発明の第２の実施の形態に係るAv優先モードにおける画像表示部の表示状態
を示す図である。
【図１４】本発明の第３の実施の形態に係るTv優先モードのプログラム線図である。
【図１５】本発明の第３の実施の形態に係るAv優先モードのプログラム線図である。
【図１６】本発明の第３の実施の形態に係るTv優先モードにおける画像表示部の表示状態
を示す図である。
【図１７】本発明の第３の実施の形態に係るAv優先モードにおける画像表示部の表示状態
を示す図である。
【図１８】本発明の第３の実施の形態に係るシャッタ速度と絞り値とISO感度の関係を示
す図である。
【図１９】本発明の第１の実施の形態に係る画像表示部の派生形の表示状態を示す図であ
る。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下、本発明の実施の形態を図面に基づいて説明する。
【００１３】
　〔第１の実施の形態〕
　図１は、本発明の第１の実施の形態に係る撮像装置としてのデジタルカメラの構成を示
すブロック図である。
【００１４】
　図１において、デジタルカメラは、デジタルカメラ本体１００と、デジタルカメラ本体
１００に着脱可能なレンズユニット２００と、デジタルカメラ本体１００に着脱可能な閃
光装置（ストロボ：不図示）から構成されている。また、デジタルカメラは、静止画の撮
影と動画の撮影が可能に構成されている。
【００１５】
　デジタルカメラ本体１００は、マイクロコンピュータ（以下カメラマイコン）１０１、
撮像素子１０２、Ａ／Ｄ変換器１０３、タイミングジェネレータ（以下ＴＧ）１０４、デ
ジタル信号処理部１０５、画像表示部１０６、画像記録部１０７等を備えている。レンズ
ユニット２００は、マイクロコンピュータ（以下レンズマイコン）２０１、撮影レンズ２
０２、レンズ駆動部２０３、エンコーダ２０４、絞り２０５、絞り制御部２０６を備えて
いる。
【００１６】
　まず、デジタルカメラ本体１００の構成を説明する。カメラマイコン１０１は、デジタ
ルカメラ本体各部の制御と各種の演算を行うものであり、制御プログラムに基づき図２ａ
及び図２ｂのフローチャートに示す処理を実行する。撮像素子１０２は、例えば赤外カッ
トフィルタ・ローパスフィルタ等を含むＣＣＤイメージセンサ（またはＣＭＯＳイメージ
センサ）から構成されており、撮影レンズ２０２により結像された被写体の光学像を電気
信号に光電変換する。
【００１７】
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　Ａ／Ｄ変換器１０３は、感度調整可能な撮像素子１０２から出力されるアナログの電気
信号をデジタルの画像データに変換する。ＴＧ１０４は、撮像素子１０２とＡ／Ｄ変換器
１０３をそれぞれ動作させるための駆動タイミングを発生すると共に、動画の撮影時にお
ける撮像素子１０２の電荷蓄積時間（シャッタ速度）を制御する。また、ＴＧ１０４は、
シャッタ速度（Tv値）と、撮像素子１０２の感度（ISO感度）をそれぞれ変更することが
可能である。
【００１８】
　デジタル信号処理部１０５は、Ａ／Ｄ変換器１０３により変換された画像データに対し
画像処理パラメータに従って画像処理を行う。画像表示部１０６は、例えば液晶パネルか
ら構成されており、撮像素子１０２により撮像された画像、使用者により設定された設定
値等を表示する。画像記録部１０７は、デジタルカメラで撮像された画像を記録する。メ
モリ１０８は、各種データを記憶する。
【００１９】
　更に、デジタルカメラ本体１００は、撮像光学系として、主ミラー１５０、ピント板１
５１、ペンタプリズム１５２、結像レンズ１５３、測光部１５４、シャッタ１５５、ファ
インダ１６０、電源スイッチ、動画開始スイッチ（以上不図示）等を備えている。図示の
撮像光学系はデジタルカメラ本体１００の横断面方向における概略的な配置を示している
。
【００２０】
　電源スイッチは、デジタルカメラの電源の投入または電源の切断を行う際に操作する。
動画開始スイッチは、デジタルカメラによる動画撮影を開始させる際に操作する。主ミラ
ー１５０は、使用者がファインダ１６０により被写体を観察するための観察位置１５０Ａ
（撮影光路に斜めに位置する斜設）、被写体を撮影するための撮影位置１５０Ｂ（撮影光
路からの退去）のどちらかの位置に、カメラマイコン１０１により制御される。主ミラー
１５０は、カメラマイコン１０１からの制御信号（不図示）に基づきモータを介して駆動
される。
【００２１】
　ピント板１５１は、撮影レンズ２０２の予定結像面に配置されている。ペンタプリズム
１５２は、ファインダ１６０を通る撮影光路の変更を行う。ファインダ１６０は、使用者
がピント板１５１を観察することで撮像画面を観察する際に用いる。結像レンズ１５３と
測光部１５４は、撮像画面（観察画面）内の被写体輝度の測定に用いる。結像レンズ１５
３は、ペンタプリズム１５２内の反射光路を介してピント板１５１と測光部１５４を共役
に関係づけている。測光部１５４の出力がカメラマイコン１０１のAD端子（不図示）に接
続されることで測光値が読み取られる。
【００２２】
　シャッタ１５５は、走行が可能な先幕と後幕を備えており、撮像素子１０２の遮光と、
先幕と後幕の走行間隔による露光とを行う。シャッタ１５５の動作はカメラマイコン１０
１により制御端子（不図示）を介して制御される。尚、本実施の形態では撮像素子１０２
と主ミラー１５０との間にシャッタ１５５を配置する構成としているが、これに限定され
るものではない。撮像素子１０２と主ミラー１５０との間にシャッタ１５５を配置しない
電子シャッタの構成としてもよい。
【００２３】
　インタフェース部１３０は、閃光装置との間のインタフェースを司るものであり、カメ
ラマイコン１０１と閃光装置マイコン（不図示）との間の通信を可能にする。
【００２４】
　インタフェース部１２０は、レンズユニット２００との間のインタフェースを司るもの
であり、カメラマイコン１０１とレンズマイコン２０１との間の通信を可能にする。
【００２５】
　次に、レンズユニット２００の構成を説明する。レンズマイコン２０１は、レンズ各部
の動作を制御する。撮影レンズ２０２は、複数枚のレンズ（不図示）から構成されている
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。尚、撮影レンズ２０２の焦点距離を単焦点とする構成、焦点距離を変更可能とする構成
のいずれでも構わない。レンズ駆動部２０３は、撮影レンズ２０２内の焦点位置合わせ用
の光学系を移動させる。撮影レンズ２０２の駆動量は、デジタルカメラ本体１００に装備
された公知の自動焦点検出部（不図示）の出力に基づきカメラマイコン１０１の演算によ
り算出される。
【００２６】
　撮影レンズ２０２の駆動量は、カメラマイコン１０１からレンズマイコン２０１に通信
される。レンズマイコン２０１は、通信された駆動量分だけレンズ駆動部２０３を動作さ
せることで撮影レンズ２０２を駆動する。エンコーダ２０４は、撮影レンズ２０２の焦点
位置を検出する。絞り２０５は、レンズに入射する光量を調整する機構である。絞り制御
部２０６は、カメラマイコン１０１からレンズマイコン２０１に通信された絞り値（Av値
）に基づき、絞り２０５の絞り込み動作を制御する。
【００２７】
　尚、本発明の測光手段は、撮像素子１０２による撮像結果、撮像時のシャッタ速度（Tv
値）、絞り値（Av値）、ISO感度に基づき、適正露光の演算結果から適正露光値を算出す
る構成ではなく、測光部１５４の出力より適正露光値を算出する構成でもよい。
【００２８】
　次に、上記の構成を備える本実施の形態のデジタルカメラの動作について図２ａ、図２
ｂ～図１８を参照しながら詳細に説明する。
【００２９】
　図２ａ、図２ｂは、デジタルカメラのデジタルカメラ本体１００のカメラマイコン１０
１の処理を示すフローチャートである。
【００３０】
　図２ａ、図２ｂにおいて、カメラマイコン１０１は、本処理を開始すると（ステップＳ
１００）、インタフェース部１２０を介してレンズユニット２００と通信を行い、レンズ
マイコン２０１からレンズユニット２００の情報を取得する（ステップＳ１０１）。前記
情報とは、開放絞り値（開放Av値または最小Av値）、最大の絞り値（最小絞り位置、最大
Av値）の情報（Av値の連動範囲）である。次に、カメラマイコン１０１は、使用者が入力
部１７０から入力した露出モードの設定を読み込む（ステップＳ１０２）。
【００３１】
　使用者は入力部１７０への入力により、マニュアル露出モード、Av優先モード（絞り優
先露出モード）、Tv優先モード（シャッタ速度優先露出モード）、プログラム露出モード
の中から任意の露出モードを設定（選択）することが可能である。
【００３２】
　マニュアル露出モード（第１の露出モード）は、使用者がシャッタ速度（Tv値）と絞り
値（Av値）を手動で設定し、カメラマイコン１０１が適正露光の演算結果に応じてISO感
度を制御する露出モードである。カメラマイコン１０１は、適正露光の演算結果と、ISO
感度の制御可能な連動範囲を画像表示部１０６に表示する。
【００３３】
　Tv優先モード（第１の露出モード）は、使用者がTv値を手動で設定し、カメラマイコン
１０１が適正露光の演算結果に応じてAv値またはAv値とISO感度を制御する露出モードで
ある。カメラマイコン１０１は、適正露光の演算結果と、Av値またはAv値とISO感度の制
御可能な連動範囲を画像表示部１０６に表示する。
【００３４】
　Av優先モード（第１の露出モード）は、使用者がAv値を手動で設定し、カメラマイコン
１０１が適正露光の演算結果に応じてTv値またはTv値とISO感度を制御する露出モードで
ある。カメラマイコン１０１は、適正露光の演算結果と、Tv値またはTv値とISO感度の制
御可能な連動範囲を画像表示部１０６に表示する。
【００３５】
　プログラム露出モード（第２の露出モード）は、カメラマイコン１０１が適正露光の演
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算結果に応じてTv値とAv値の制御またはTv値とAv値とISO感度を制御する露出モードであ
る。カメラマイコン１０１は、適正露光の演算結果と、Tv値とAv値またはTv値とAv値とIS
O感度の制御可能な連動範囲を画像表示部１０６に表示する。
【００３６】
　次に、カメラマイコン１０１は、ステップＳ１０２で読み込んだ露出モードがマニュア
ル露出モードまたはTv優先モードであるか否かを判定する（ステップＳ１０３）。マニュ
アル露出モードまたはTv優先モードでない場合は、ステップＳ１０４に進む。マニュアル
露出モードまたはTv優先モードである場合は、カメラマイコン１０１は、使用者が入力部
１７０から入力したTv値の設定を読み込む（ステップＳ１１０）。その後、ステップＳ１
０４に進む。
【００３７】
　次に、カメラマイコン１０１は、ステップＳ１０２で読み込んだ露出モードがマニュア
ル露出モードまたはAv優先モードであるか否かを判定する（ステップＳ１０４）。マニュ
アル露出モードまたはAv優先モードでない場合は、ステップＳ１０５に進む。マニュアル
露出モードまたはAv優先モードである場合は、カメラマイコン１０１は、使用者が入力部
１７０から入力したAv値の設定を読み込む（ステップＳ１１１）。その後、ステップＳ１
０５に進む。
【００３８】
　次に、カメラマイコン１０１は、使用者が入力部１７０から入力した撮像素子１０２の
感度（ISO感度）の設定を読み込む（ステップＳ１０５）。尚、本実施の形態では、設定
可能なISO感度の範囲はISO100～ISO1600とする。また、外光に応じてカメラマイコン１０
１がISO感度を変更するオートISO感度の設定もステップＳ１０５で読み込む。更に、オー
トISO感度モードの場合は、優先的に使用するISO感度の設定も合わせてステップＳ１０５
で読み込む。
【００３９】
　デジタルカメラによる撮影時の露光前においてレンズユニット２００の撮影レンズ２０
２から被写体光が入射すると、デジタルカメラ本体１００の主ミラー１５０が観察状態１
５０Ａの位置にあるので、測光部１５４により被写体光の測光が可能である。カメラマイ
コン１０１は、以下の演算を行う（ステップＳ１０６）。即ち、カメラマイコン１０１は
、測光部１５４からの出力に基づき（Bv値：測光値）を演算する。また、カメラマイコン
１０１は、Bv値より、Tv優先モード時のAv値とISO感度の設定、Av優先モード時のTv値とI
SO感度の設定、プログラム露出モード時のTv値とAv値とISO感度などの撮影条件の演算を
行う。
【００４０】
　ここで、図３、図４、図５を参照しながら、各露出モードにおける演算の詳細を説明す
る。その後、図２ａ、図２ｂのフローチャートの続きを説明する。
【００４１】
　カメラマイコン１０１は、図２ａのステップＳ１０２で読み込んだ露出モードがTv優先
モードであれば、次の演算を行う。ステップＳ１０６で演算したBv値とステップＳ１１０
で読み込んだTv値に基づき、図３のTv優先モード時の線図よりAv値とISO感度を演算する
。露出の演算には以下の演算式を用いる。
【００４２】
　　Bv=Tv+Av-Sv　　　　　　　　・・・・（１）
　　Tv=-log２（シャッタ速度）　・・・・（２）
　　Av=２log２（絞り値）    　・・・・（３）
　　Sv=log２（０.３×ISO感度） ・・・・（４）
上記の演算式（２）、（３）、（４）を表にすると図１８に示すような関係となっている
。
【００４３】
　図３は、Tv優先モード時のプログラム線図の一例である。
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【００４４】
　図３において、３００は、Bv値を示している。３０１は、図２ａのステップＳ１１０で
読み込んだTv値の設定を示している。図２ａのステップＳ１０５で読み込んだISO感度設
定がISO100固定またはオートISOでISO100優先の場合は、Tv値３０１の上から１行目を使
用する。
【００４５】
　以下、ISO100固定またはオートISOでISO100優先の場合と同様に、固定または優先され
るISOの数値に対応したTv値３０１の行を使用する。
【００４６】
　３０２は、Bv値と設定されたTv値に対してカメラマイコン１０１が設定するAv値と、オ
ートISO感度設定時のISO感度設定を示している。図２ａのステップＳ１０５で読み込んだ
ISO感度設定がISO100固定またはオートISOでISO100優先の場合は、Av値３０２の左から１
列目を使用する。
【００４７】
　以下、ISO100固定またはオートISOでISO100優先の場合と同様に、固定または優先され
るISOの数値に対応したAv値３０２の列を使用する。
【００４８】
　例えば、Tv値１/１２５、オートISO、ISO200優先、レンズユニット２００のAv値の連動
範囲がF２.８～２２の場合は、Tv値３０１は上から２行目の１/１２５の位置、Av値とオ
ートISO値は左から２列目の値を使用する。Bv値に対するプログラム線図は図３の点線部
３０３－１、実線部３０３－２、点線部３０３－３を使用する。（ISO感度が200固定の場
合は、実線部３０３－２のみ使用する。）
　尚、Tv優先モード時のオートISO設定ありの場合に、Av値とISO感度を別々に変更するの
ではなく、Av値とISO感度を同時に変更するプログラム線図としても構わない。
【００４９】
　次に、カメラマイコン１０１は、図２ａのステップＳ１０２で読み込んだ露出モードが
Av優先モードであれば、次の演算を行う。ステップＳ１０６で演算したBv値とステップＳ
１１１で読み込んだAv値に基づき、図４のAv優先モード時の線図よりTv値とISO感度を演
算する。露出の演算にはTv優先モード時と同じ演算式（１）、（２）、（３）、（４）を
用いる。
【００５０】
　図４は、Av優先モード時のプログラム線図の一例である。
【００５１】
　図４において、４００は、Bv値を示している。４０１は、Bv値と設定されたAv値に対し
てカメラマイコン１０１が設定するTv値とオートISO感度設定時のISO感度設定を示してい
る。図２ａのステップＳ１０５で読み込んだISO感度設定がISO100固定またはオートISOで
ISO100優先の場合は、Tv値４０１の上から１行目を使用する。
【００５２】
　以下、ISO100固定またはオートISOでISO100優先の場合と同様に、固定または優先され
るISOの数値に対応したTv値４０１の行を使用する。
【００５３】
　４０２は、図２ａのステップＳ１１１で設定されたAv値を示している。図２ａのステッ
プＳ１０５で読み込んだISO感度が、ISO100固定またはオートISOでISO100優先の場合は、
Av値４０２の左から１列目を使用する。
【００５４】
　以下、ISO100固定またはオートISOでISO100優先の場合と同様に、固定または優先され
るISOの数値に対応したAv値４０２の列を使用する。
【００５５】
　例えば、Av値F４、オートISO、ISO400優先の場合は、Av値４０２は左から３列目のF４
の位置、Tv値とオートISO値はTv値４０１の上からか３行目の値を使用する。Bv値に対す
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るプログラム線図は点線部４０３－１、実線部４０３－２、点線部４０３－３を使用する
。（ISO感度が400固定の場合は、実線部４０３－２のみ使用する。）
　尚、Av優先モード時のオートISO設定ありの場合に、Tv値とISO感度を別々に変更するの
ではなく、Tv値とISO感度を同時に変更するプログラム線図としても構わない。
【００５６】
　次に、カメラマイコン１０１は、図２ａのステップＳ１０２で読み込んだ露出モードが
プログラム露出モードであれば、次の演算を行う。ステップＳ１０６で演算したBv値に基
づき、図５のプログラム露出モード時の線図よりTv値、Av値、ISO感度を演算する。露出
の演算にはTv優先モード時と同じ演算式（１）、（２）、（３）、（４）を用いる。
【００５７】
　図５は、プログラム露出モード時のプログラム線図の一例である。
【００５８】
　図５において、５００は、Bv値を示している。５０１は、Bv値に対してカメラマイコン
１０１が設定するTv値とオートISO感度設定時のISO感度設定を示している。図２ａのステ
ップＳ１０５で読み込んだISO感度設定がISO100固定またはオートISOでISO100優先の場合
は、Tv値５０１の上から１行目を使用する。
【００５９】
　以下、ISO100固定またはオートISOでISO100優先の場合と同様に、固定または優先され
るISOの数値に対応したTv値５０１の行を使用する。
【００６０】
　５０２は、Bv値に対してカメラマイコン１０１が設定するAv値を示している。図２ａの
ステップＳ１０５で読み込んだISO感度が、ISO100固定またはオートISOでISO100優先の場
合は、Av値５０２の左から１列目を使用する。
【００６１】
　以下、ISO100固定またはオートISOでISO100優先の場合と同様に、固定または優先され
るISOの数値に対応したAv値５０２の列を使用する。
【００６２】
　例えば、レンズユニット２００のAv値の連動範囲がF２.８～２２、オートISO、ISO800
優先の場合は、Av値５０２は左から４列目の値、Tv値とオートISO値はTv値５０１の上か
ら４行目の値を使用する。Bv値に対する線図は図５の点線部５０３－１、実線部５０３－
２、点線部５０３－３を使用する。（ISOが800固定の場合は、実線部５０３－２のみ使用
する。）
　尚、プログラム露出モード時のオートISO設定ありの場合に、Tv値、Av値、ISO感度を別
々に変更するのではなく、Tv値、Av値とISO感度を同時に変更するプログラム線図として
も構わない。
【００６３】
　尚、マニュアル露出モード時かつＩＳＯ設定を自動で設定された場合は、図２ａのステ
ップＳ１１０で読み込まれた設定されたＴｖ値、ステップＳ１１１で読み込まれた設定さ
れたＡｖ値より前記演算式（１）の関係を満たす又は一番近いＩＳＯ感度を演算する。
【００６４】
　次に、図２ａ、図２ｂのフローチャートの続きを説明する。
【００６５】
　図２ａ、図２ｂに戻り、カメラマイコン１０１は、動画開始スイッチが押下されたかど
うかを判定する（ステップＳ１０７）。動画開始スイッチの押下により動画撮影開始が指
示された場合は、ステップＳ１２０に進む。ステップＳ１２０～ステップＳ１３２は動画
撮影中の動作であり、後述する。動画開始スイッチが押下されていない場合は、カメラマ
イコン１０１は、電源スイッチの押下により動作終了が指示されたかどうかを判定する（
ステップＳ１０８）。動作終了が指示されていない場合は、ステップＳ１０１に戻る。動
作終了が指示された場合は、カメラマイコン１０１は、動作を停止し本処理を終了する（
ステップＳ１０９）。
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【００６６】
　動画開始スイッチが押下された場合、カメラマイコン１０１は、次の設定を行う。ステ
ップＳ１０６で測光値Bvに応じて演算した、各露出モードでのTv値、Av値、ISO感度に設
定を行う（ステップＳ１２０）。また、カメラマイコン１０１は、主ミラー１５０を撮影
状態１５０Ｂに移動させ、シャッタ１５５の先幕を走行させる。
【００６７】
　次に、カメラマイコン１０１は、次の制御及び演算を行う（ステップＳ１２１）。即ち
、カメラマイコン１０１は、ＴＧ１０４を動作させ、撮影レンズ２０２を通過し撮像素子
１０２に露光された被写体の光を撮像素子１０２により周期的に撮像させる。更に、Ａ／
Ｄ変換器１０３及びデジタル信号処理部１０５を動作させ、動画撮影情報（撮影画像）を
画像記録部１０７に保存する。更に、撮像画像、設定ISO感度、Tv値、Av値に基づき、適
正露光のBv値の再演算を行う。
【００６８】
　次に、カメラマイコン１０１は、露出モードがプログラム露出モードまたはTv優先モー
ドであるか否かを判定する（ステップＳ１２２）。プログラム露出モードまたはTv優先モ
ードでない場合は、ステップＳ１２３に進む。プログラム露出モードまたはTv優先モード
である場合は、カメラマイコン１０１は、ステップＳ１２１で再演算したBv値に基づきAv
値を算出し、Av値を設定するようにレンズマイコン２０１にAv値を送信し（ステップＳ１
３０）、ステップＳ１２３に進む。
【００６９】
　次に、カメラマイコン１０１は、露出モードがプログラム露出モードまたはAv優先モー
ドであるか否かを判定する（ステップＳ１２３）。プログラム露出モードまたはAv優先モ
ードでない場合は、ステップＳ１２４に進む。プログラム露出モードまたはAv優先モード
である場合は、カメラマイコン１０１は、ステップＳ１２１で再演算したBv値に基づきTv
値を算出し、ＴＧ１０４にBv値に応じたTv値を設定し（ステップＳ１３１）、ステップＳ
１２４に進む。
【００７０】
　次に、カメラマイコン１０１は、ISO感度がオートISOに設定されているかどうかを判定
する（ステップＳ１２４）。オートISOに設定されていない場合は、ステップＳ１２５に
進む。オートISOに設定されている場合は、カメラマイコン１０１は、ステップＳ１２１
で再演算したBv値に基づきＴＧ１０４にBv値に応じたISO値を設定し（ステップＳ１３２
）、ステップＳ１２５に進む。
【００７１】
　次に、カメラマイコン１０１は、ステップＳ１２１で撮像素子１０２により撮像された
画像を画像表示部１０６に表示し、適正露光のBv値との各露出モードにおけるTv値、Av値
、ISO感度の連動範囲を画像表示部１０６に表示する（ステップＳ１２５）。ステップＳ
１２５における画像表示部１０６に対する表示制御の詳細は、各露出モードごとに後述す
る。
【００７２】
　次に、カメラマイコン１０１は、電源スイッチの押下により動画撮影終了が指示された
かどうかを判定する（ステップＳ１２６）。動画撮影終了が指示されていない場合は、ス
テップＳ１２１に戻る。動画撮影終了が指示された場合は、カメラマイコン１０１は、次
の制御を行う。即ち、カメラマイコン１０１は、シャッタ１５５の後幕を走行させ、主ミ
ラー１５０を観察位置１５０Ａに移動させ、レンズマイコン２０１と通信を行うことで絞
り２０５を開放状態にさせ、動画撮影を終了する（ステップＳ１２７）。その後、ステッ
プＳ１０１に戻る。
【００７３】
　次に、各露出モードにおける画像表示部１０６の表示について説明する。
【００７４】
　図２ａのステップＳ１０２で設定された露出モードがマニュアル露出モードである場合
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における画像表示部１０６の表示を図６を用いて説明する。
【００７５】
　図６は、マニュアル露出設定において、Av値F８、Tv値１/２５０、オートISO（連動範
囲ISO100～1600）の時の動画記録中の画像表示部１０６の状態を示す図である。
【００７６】
　図６において、撮影中の画像の画面下側にある目盛り６００が１段ごとに露出の連動範
囲を示しており、左端６００－１がBv-３でアンダー側を示し、右端６００－２がBv１７
でオーバー側を示している。また、上記の演算式（１）より、Av値F８、Tv値１/２５０、
オートISO（連動範囲ISO100～1600）で適正となるBv値は５～９となるので、ISO感度の適
正露光となる連動範囲は６０３で示す範囲となる（適正露光となる連動範囲を示す目盛り
６００の位置６００－３がBv５の位置、位置６００－４がBv９の位置である）。
【００７７】
　６０１は図２ｂのステップＳ１２１で再演算した適正露光のBv値の位置を示すものであ
って、表示６０１はBv６を示しているので、使用者はオートISOによる適正露光の連動範
囲内にあることを知ることができる。仮に、適正露光のBv値の位置が６０２の位置に表示
されていれば、６０２はBv４の位置であり、使用者はオートISOによる適正露光の連動範
囲より１段アンダー露出となっていることを知ることができる。更に、６０４はAv値の設
定値、６０５はTv値の設定値、６０６はISO感度の連動範囲を示している。また、図２ｂ
のステップＳ１２１で再演算した適性露光のＢｖ値と、図２ａのステップＳ１１０で設定
されたＴｖ値、ステップＳ１１１で設定されたＡｖ値、ステップＳ１０５で設定されたＩ
ＳＯ設定より図１９のような表示を行ってもよい。
【００７８】
　図１９において、図１９（ａ）～（ｊ）は０．５段刻みのＢｖ値に応じた適正露光と設
定値との差、適正露光の連動範囲を示す図である。
【００７９】
　つまり、各Ｂｖ値の表示において、１９００は０．５段刻み露光レベルの表示であり、
中心が適正露光、左端が２段の露光アンダー、右端が２段の露光オーバーの位置を示して
いる。１９０１は設定されたＴｖ値、Ａｖ値、ＩＳＯ感度と適正露光のＢｖ値との差を示
す表示であり、１９０２は適正露光の連動範囲を示している。例えば、Ａｖ値Ｆ８、Ｔｖ
値1/250、オートＩＳＯ (連動範囲ISO100～１６００)の場合の動画記録中の画像表示にお
いては、上記演算式（１）から（４）の関係からＢｖ５～９が適正露光の連動範囲となる
。つまり図１９（ａ）はＢｖ１１．５以上明るい場合で、Ａｖ値Ｆ８、Ｔｖ値1/250、図
２ｂのステップＳ１２１で再演算された一番適正に近いＩＳＯ100の設定ではＢｖ９相当
となる。そのため、適正露光との差の表示１９０１は２段以上オーバー露光の右三角表示
となり、適正露光の連動範囲表示１９０２は表示しない。
【００８０】
　図１９（ｂ）はＢｖ１１の場合であり、適正露光との差の表示１９０１は２段オーバー
露光の位置で適正露光の連動範囲表示１９０２も２段オーバー露光の表示となる。
【００８１】
　以下０．５段ずつＢｖ値が下がっていき、図１９（ｃ）のように、適正露光との差の表
示１９０１の位置が移動していくとともに、適正露光の連動範囲表示１９０２が長くなっ
ていく。更に０．５段ずつＢｖ値が下がっていくと、図１９（ｄ）のように、適正露光と
の差の表示１９０１は適正露光の位置で止まり、適正露光の連動範囲表示１９０２は更に
長くなっていく。
【００８２】
　　図１９（ｅ）はＢｖ７の場合であり、適正露光の連動範囲表示１９０２は図２ｂのス
テップＳ１２１で再演算されたＩＳＯ感度設定はISO400、ＩＳＯ感度の連動範囲はＩＳＯ
100～1600なので、２段アンダーから２段オーバー露光の表示となる。つまり、使用者は
現在適正露光であり、設定したＴｖ値、Ａｖ値のまま撮影可能な連動範囲がアンダー側に
２段、オーバー側に２段あることを知ることができる。このとき、適正露光の連動範囲表
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示１９０２の長さは最長となる。更に０．５段ずつＢｖ値が下がっていくと、図１９（ｆ
）のように、適正露光との差の表示１９０１は適正露光の位置のままで、適正露光の連動
範囲表示１９０２が短くなっていく。
【００８３】
　図１９（ｇ）はＢｖ５の場合であり、図２ｂのステップＳ１２１で再演算されたＩＳＯ
感度設定はISO1600、ＩＳＯ感度の連動範囲はＩＳＯ100～1600なので２段アンダーから適
正露光の位置となる。
【００８４】
　　更に０．５段ずつＢｖ値が下がっていくと、図１９（ｈ）、(ｉ)のように、適正露光
との差の表示１９０１の位置が移動していくとともに、適正露光の連動範囲表示１９０２
が短くなっていく。そして、図１９(ｊ)のように、Ｂｖ２．５以下の暗い場合では、適正
露光との差の表示１９０１は２段以上アンダー露光の左三角表示となり、適正露光の連動
範囲表示１９０２は表示はしない。
【００８５】
　次に、図２ａのステップＳ１０２で設定された露出モードがTv優先モードである場合に
おける画像表示部１０６の表示を図７を用いて説明する。
【００８６】
　図７は、Tv優先露出設定において、Tv値１/１２５、Av値の連動範囲F２.８～F２２、オ
ートISO、優先ISO200（連動範囲ISO100～1600）の時の動画記録中の画像表示部１０６の
状態を示す図である。
【００８７】
　図７において、各符号は図６の符号にそれぞれ対応しており、７０３は、設定されたTv
値が１/１２５で、Av値とISO感度が図３における３０３－１、３０３－２、３０３－３の
適正露光で連動する連動範囲を示している。つまり、図３の線図より連動範囲はBv１から
Bv１１となるので、連動範囲７０３も目盛り７００のBv１の位置７００－３からBv１１の
位置７００－４となる範囲を示している。
【００８８】
　７０１は図２ｂのステップＳ１２１で再演算した適正露光のBv値の位置を示している。
つまり、表示７０１はBv６を示しているので、使用者は設定したTv値１/１２５のまま撮
影可能な連動範囲がアンダー側に５段、オーバー側に５段あるために、多少外光の明るさ
が変化しても適正露光が得られることを知ることができる。７０２（Bv２）に適正露光の
Bv値があるときは、アンダー側に１段しか連動範囲がないので、使用者は外光が１段以上
暗くなると露出がアンダーとなることを知ることができる。
【００８９】
　図８は、Tv優先モード設定において、Tv値１/１２５、Av値の連動範囲F２.８～F２２、
ISO200固定の場合の画像表示部１０６の表示を示す図である。
【００９０】
　図８は、図７とISO設定がオートではない点が異なっており、ISO200固定の場合はTv値
１/１２５のまま、Av値の連動範囲が図３の３０３－２のようになるので、連動範囲８０
３はBv４（８００－５）からBv１０（８００－６）までの範囲となる。また、８０６のIS
O感度の値はISO200固定と表示される。
【００９１】
　次に、図２ａのステップＳ１０２で設定された露出モードがAv優先モードである場合に
おける画像表示部１０６の表示を図９を用いて説明する。
【００９２】
　図９は、Av優先露出モード設定において、Av値の設定値F４、Tv値の連動範囲１/３０～
１/2000、オートISO、優先ISO400（連動範囲ISO100～1600）の時の動画記録中の画像表示
部１０６の状態を示す図である。
【００９３】
　図９において、各符号は図６の符号とそれぞれ対応しており、９０３は、設定されたAv
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値がF４で、Tv値とISO感度が図４における４０３－１、４０３－２、４０３－３の適正露
光で連動する連動範囲を示している。つまり、図４の線図より連動範囲はBv０からBv１０
となるので、連動範囲９０３も目盛り９００のBv０（９００－３）からBv１０（９００－
４）となる範囲を示している。
【００９４】
　９０１は図２ｂのステップＳ１２１で再演算した適正露光のBv値の位置を示すものであ
って、表示９０１はBv９を示しているので、使用者はAv値F４のまま撮影可能な連動範囲
がアンダー側に９段、オーバー側に１段あることを知ることができる。
【００９５】
　次に、図２ａのステップＳ１０２で設定された露出モードがプログラム露出モードであ
る場合における画像表示部１０６の表示を図１０を用いて説明する。
【００９６】
　図１０は、プログラム露出モード設定において、Av値の連動範囲F２.８～F２２、Tv値
の連動範囲１/３０～１/2000、オートISO、優先ISO800（連動範囲ISO100～１６００）の
時の動画記録中の画像表示部１０６の状態を示す図である。
【００９７】
　図１０において、各符号は図６の符号にそれぞれ対応しており、１００３は、図５にお
ける５０３－１、５０３－２、５０３－３の適正露光で連動する範囲を示している。つま
り、図５の線図より連動範囲はBv-１からBv１５となるので、連動範囲１００３も目盛り
１０００のBv-１（１０００－３）からBv１５（１０００－４）となる範囲を示している
。
【００９８】
　１００１は図２ｂのステップＳ１２１で再演算した適正露光のBv値の位置を示すもので
、表示１００１はBv９を示しているので、使用者は撮影可能な連動範囲がアンダー側に１
０段、オーバー側に６段あることを知ることができる。
【００９９】
　尚、画像表示部１０６に表示される、図６乃至図１０に示した連動範囲を示す目盛り６
００～１０００は左端をBv-３、右端をBv１７としたが、設定等により範囲や間隔を変化
させても構わない。また、図６乃至図１０に示した連動範囲６０３～１００３が左右均等
となるように、連動範囲の目盛り６００～１０００を配置する方式でも構わない。
【０１００】
　例えば図９では、露出連動範囲の目盛９００の左端９００－１はBv-３、右端９００－
２はBv１７を示しているが、これを図１１に示すように連動範囲１１０３を左右均等とな
るように表示してもよい。
【０１０１】
　図１１は、Av優先モードにおける画像表示部１０６の派生形の表示状態を示す図であっ
て、露出の連動範囲１１０３はBv０からBv１０なので、連動範囲の目盛１１００の左端１
１００－１はBv-５、右端１１００－２はBv１５となる。
【０１０２】
　以上詳細に説明したように、本実施の形態によれば、画像表示部１０６の表示により、
使用者は適正露光量となる撮影条件と、Tv値、Av値、ISO感度の連動範囲とを関連付けて
知ることができる。これにより、外光変化があっても、撮影が連動範囲内で可能となるか
を予想することができる。
【０１０３】
　即ち、適正露光量と、使用者が設定した項目以外のカメラ本体が自動で変更する項目の
制御可能な連動範囲を画像表示部１０６に表示する。これにより、撮影前に周囲の明るさ
が変化した場合、適正露光で撮影が可能であるか、設定したTv値やAv値のまま適正露光で
撮影が可能であるかの目安を使用者に知らせることが可能となる。
【０１０４】
　〔第２の実施の形態〕
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　本発明の第２の実施の形態は、第１の実施の形態に対して、図２ｂのステップＳ１２５
の画像表示部１０６の表示動作のみ異なる。以下では、第１の実施の形態との相違点につ
いて図１２及び図１３を用いて説明する。
【０１０５】
　図２ｂのステップＳ１２５では、ステップＳ１２１で撮像された画像を画像表示部１０
６に表示すると共に、適正露光のBv値との各露出モードにおけるTv値、Av値、ISO感度の
連動範囲を表示する。以下、画像表示部１０６に対する表示制御の詳細について、相違点
のあるTv優先モード、Av優先モードについて説明する。
【０１０６】
　図２ａのステップＳ１０２で設定された露出モードがTv優先モードである場合における
画像表示部１０６の表示を図１２を用いて説明する。
【０１０７】
　図１２における各符号は図７の符号にそれぞれ対応しており、図１２の設定内容は図７
と同様である。
【０１０８】
　図１２において、１２０３－１は図３における３０３－１に対応し、Tv値が１/１２５
、Av値がF２.８、ISO感度がISO1600～ISO200で連動する範囲を示している。
【０１０９】
　１２０３－２は図３における３０３－２に対応し、Tv値が１/１２５、ISO感度がISO200
、Av値がF２.８～F２２で連動する範囲を示している。１２０３－３は図３における３０
３－３に対応し、Tv値が１/１２５、Av値がF２２、ISO感度がISO200～ISO100で連動する
範囲を示している。
【０１１０】
　１２０１は図２ｂのステップＳ１２１で再演算した適正露光のBv値の位置を示している
。つまり、表示１２０１はBv６を示しているので、使用者はTv値１/１２５のまま撮影可
能な連動範囲（図１２の１２０３－１、１２０３－２、１２０３－３）がアンダー側に５
段、オーバー側に５段ある。これにより、多少外光の明るさが変化してもTv値が１/１２
５のまま適正露光が得られることが分かる。更に、１２０３－２の範囲内にあればISO感
度も図２ａのステップＳ１０５で読み取った優先ISO感度（ISO200）固定で且つTv値が１/
１２５のまま適正露光が得られることが分かる。
【０１１１】
　Av値の連動範囲１２０４の背景にある表示１２０７と連動範囲１２０３－２とを同じ表
示色や模様で表示することで、Av値の連動範囲１２０４と連動範囲１２０３－２を関連づ
けて表示している。また、ISO感度の連動範囲１２０６の背景にある表示１２０８と連動
範囲１２０３－１、１２０３－３の表示色や模様を同じにすることで、ISO感度の連動範
囲１２０６と連動範囲１２０３－１、１２０３－３を関連づけて表示している。
【０１１２】
　次に、図２ａのステップＳ１０２で設定された露出モードがAv優先モードである場合に
おける画像表示部１０６の表示を図１３を用いて説明する。
【０１１３】
　図１３における各符号は図９の符号にそれぞれ対応しており、図１３の設定内容は図９
と同様である。
【０１１４】
　図１３において、１３０３－１は図４における４０３－１に対応し、Tv値が１/３０、A
v値がF４、ISO感度がISO1600～ISO400で連動する範囲を示している。
【０１１５】
　１３０３－２は図４における４０３－２に対応し、Av値がF４、ISO感度がISO400、Tv値
が１/３０～１/2000で連動する範囲を示している。１３０３－３は図４における３０３－
３に対応し、Tv値が１/2000、Av値がF４、ISO感度がISO400～ISO100で連動する範囲を示
している。



(15) JP 5618513 B2 2014.11.5

10

20

30

40

50

【０１１６】
　１３０１は図２ｂのステップＳ１２１で再演算した適正露光のBv値の位置を示すもので
あって、表示１３０１はBv８を示しているので、使用者はAv値F４のまま撮影可能な連動
範囲がアンダー側に８段あり、オーバー側に２段あることを知ることができる。更に、表
示１３０１が１３０３－２の範囲内にあればISO感度も図２ａのステップＳ１０５で読み
取った優先ISO感度（ISO400）固定で且つAv値がF４のまま適正露光を得られることが分か
る。
【０１１７】
　ただし、表示１３０１の位置（Bv８）は連動範囲１３０３－２と１３０３－３の境界で
あり、ISO感度固定で撮影するには、使用者は優先ISO感度をISO400から低感度側に設定す
るか、Av値を小さく設定する必要があることが分かる。連動範囲１３０５の背景にある表
示１３０９と連動範囲１３０３－２とを同じ表示色や模様で表示することで、Tv値１３０
５と連動範囲１３０３－２を関連づけて表示をしている。また、連動範囲１３０６の背景
にある表示１３０８と連動範囲１３０３－１、１３０３－３の表示色や模様を同じにする
ことでISO感度の連動範囲１３０６と連動範囲１３０３－１、１３０３－３を関連づけて
表示している。
【０１１８】
　以上詳細に説明したように、本実施の形態によれば、使用者は適正光量となる撮影条件
と、Tv値、Av値、ISO感度の連動範囲とを関連付けて知ることが可能となる。更にそれに
加え、Tv優先モード時はTv値とISO感度の固定状態でのAv値の連動範囲を知ることが可能
となり、Av優先モード時はAv値とISO感度の固定状態でのTv値の連動範囲を知ることが可
能となる。これにより、外光変化により撮影が連動範囲内となるかを撮影中により細かに
予想することが可能となる。
【０１１９】
　〔第３の実施の形態〕
　本発明の第３の実施の形態は、第１の実施の形態に対して、図２ｂのステップＳ１２５
の画像表示部１０６の表示動作のみ異なる。以下では、第１の実施の形態との相違点につ
いて図１４乃至図１７を用いて説明する。
【０１２０】
　まず、図１４に示すTv優先モードのプログラム線図における、図３に示したプログラム
線図との相違点を説明する。
【０１２１】
　図１４において、各符号は図３の符号にそれぞれ対応しており、相違点は１４０３－４
と１４０３－５の部分を追加した点である。１４０３－４、１４０３－５は、Av値とISO
感度を連動範囲の限界まで変更しても適正露光とならない場合に、Tv値を図２ａのステッ
プＳ１１０で読み込んだ設定値よりも低速側または高速側にシフトして適正露光を維持す
る領域である。
【０１２２】
　例えば、Tv値１/１２５、オートISO、ISO200優先、図２ａのステップＳ１０１でAv値の
連動範囲がF２.８～２２の場合は、Tv値が１/１２５の設定のまま連動する範囲は点線部
１４０３－１、実線部１４０３－２、点線部１４０３－３となる。また、Tv値が１/１２
５よりシフトして連動する範囲は点線部１４０３－４、１４０３－５となる。
【０１２３】
　次に、図１５に示すAv優先モードのプログラム線図における、図４に示したプログラム
線図との相違点を説明する。
【０１２４】
　図１５において、各符号は図４の符号にそれぞれ対応しており、相違点は１５０３－４
と１５０３－５の部分を追加した点である。１５０３－４、１５０３－５は、Tv値とISO
感度を連動範囲の限界まで変更しても適正露光とならない場合に、Av値を図２ａのステッ
プＳ１１１で読み込んだ設定値よりも開放側または小絞り側にシフトして適正露光を維持
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する領域である。
【０１２５】
　例えば、Av値F４（レンズのAv値の連動範囲がF２.８～２２）、オートISO、ISO400優先
の場合は、Av値がF４の設定のまま連動する範囲は図１５の点線部１５０３－１、実線部
１５０３－２、点線部１５０３－３となる。また、Av値がF４よりシフトして連動する範
囲は点線部１５０３－４、１５０３－５となる。
【０１２６】
　次に、Tv優先モード時及びAv優先モード時における、図２ｂのステップＳ１２５での画
像表示部１０６の表示動作について第１の実施の形態との相違点を説明する。
【０１２７】
　図２ａのステップＳ１０２で設定された露出モードがTv優先モードである場合の画像表
示部１０６の表示を図１６を用いて説明する。
【０１２８】
　図１６における各符号は図７の符号にそれぞれ対応しており、図１６の設定内容は図７
と同様である。
【０１２９】
　図１６において、１６０３は図１４における１４０３－１、１４０３－２、１４０３－
３に対応して連動する連動範囲を示している。つまり、図１４の線図より連動範囲はBv１
からBv１１となるので、連動範囲１６０３も目盛り１６００のBv１（１６００－３）から
Bv１１（１６００－４）となる範囲を示している。
【０１３０】
　連動範囲１６０３－４は図１４におけるTv値が低速側にシフトして連動する範囲を示し
、連動範囲１６０３－５はTv値が高速側にシフトする範囲を示している。１６０１は図２
ｂのステップＳ１２１で再演算した適正露光のBv値の位置を示すものであって、適正露光
Bv値表示１６０１が連動範囲１６０３内にあれば、使用者は設定したTv値のまま適正露光
が得られることが分かる。適正露光Bv値表示１６０１が連動範囲１６０３－４、１６０３
－５内にあれば、使用者はTv値は設定値からシフトしてしまうが、適正露光が得られるこ
とが分かる。
【０１３１】
　連動範囲１６０４、１６０６、設定値１６０５の背景にある表示１６０９と連動範囲１
６０３とを同じ表示色や模様で表示することで、表示１６０４、１６０５、１６０６の数
値と連動範囲１６０３を関連づけて示している。
【０１３２】
　１６１０はTv値のシフト範囲を表示している。シフト範囲１６１０の背景にある表示１
６０８を連動範囲１６０３－４、１６０３－５と同じ表示色や模様で表示することで、Tv
値のシフト範囲１６１０と連動範囲１６０３－４、１６０３－５を関連づけて示している
。
【０１３３】
　次に、図２ａのステップＳ１０２で設定された露出モードがAv優先モードである場合の
画像表示部１０６の表示を図１７を用いて説明する。
【０１３４】
　図１７における各符号は図７の符号にそれぞれ対応しており、図１７の設定内容は図９
と同様である。　図１７において、１７０３は図１５における１５０３－１、１５０３－
２、１５０３－３に対応して連動する連動範囲を示している。つまり、図１４の線図より
連動範囲はBv０からBv１０となるので、連動範囲１７０３も目盛り１７００のBv０（１７
００－３）からBv１０（１７００－４）となる範囲を示している。
【０１３５】
　連動範囲１７０３－４は図１５におけるAv値が開放側にシフトして連動する範囲を示し
ている。連動範囲１７０３－５はAv値が小絞り側にシフトする範囲を示している。１７０
１は図２ｂのステップＳ１２１で再演算した適正露光のBv値の位置を示すものであって、
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適正露光Bv値表示１７０１が連動範囲１７０３内にあれば、使用者は設定したAv値のまま
適正露光が得られることが分かる。適正露光Bv値表示１７０１が連動範囲１７０３－４、
１７０３－５内にあれば、使用者はAv値は設定値からシフトしてしまうが適正露光が得ら
れることが分かる。
【０１３６】
　連動範囲１７０５、１７０６、設定値１７０４の背景にある表示１７０９と連動範囲１
７０３とを同じ表示色や模様で表示することで、表示１７０４、１７０５、１７０６の数
値と連動範囲１７０３を関連づけて示している。
【０１３７】
　１７１０はAv値のシフト範囲を示している。シフト範囲１７１０の背景にある表示１７
０８が連動範囲１７０３－４、１７０３－５と同じ表示色や模様で表示することで、Av値
のシフト範囲１７１０と連動範囲１７０３－４、１７０３－５を関連づけて示している。
【０１３８】
　以上詳細に説明したように、本実施の形態によれば、使用者はTv優先モードやAv優先モ
ードでの撮影において、適正露光となる撮影条件と設定したTv値またはAv値のままで適正
露光を得ることができる範囲とを関連付けて知ることが可能となる。更にそれに加え、外
光の明るさが変化し、設定したTv値またはAv値から値がシフトして連動可能な範囲も知る
ことが可能となる。
【０１３９】
　〔他の実施の形態〕
　第１乃至第３の実施の形態では、デジタルカメラの画像表示部１０６に撮影に関する情
報を表示する構成を例に挙げたが、これに限定されるものではない。主ミラー１５０が観
察位置１５０Ａにある動画撮影前または静止画撮影前に測光部１５４で測光したBvに対し
、適正光量となるBv値と、各露出モードにおけるTv値、Av値、ISO感度の連動範囲をファ
インダ１６０内の表示部に表示する構成としてもよい。これにより、使用者はファインダ
１６０を介して撮影に関する情報を観察することが可能となる。
【符号の説明】
【０１４０】
１０１　カメラマイコン
１０２　撮像素子
１０４　ＴＧ
１０６　画像表示部
１５５　シャッタ
２０１　レンズマイコン
２０５　絞り
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