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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被写体像のフォーカス状態を調節するための第一及び第二のフォーカスレンズを含む光
学系を備え、前記第一及び第二のフォーカスレンズを合焦位置に自動的に制御する合焦動
作が可能なフォーカスシステムであって、
　前記第一のフォーカスレンズを前記光軸に沿って駆動させる第一の駆動手段と、
　前記第二のフォーカスレンズを前記光軸に沿って駆動させる第二の駆動手段と、
　前記合焦動作において、前記光学系を介して形成される被写体像のフォーカス状態を周
期的に検出し、該検出結果に基づき前記光学系の合焦位置を判定する判定手段と、
　前記判定手段による前記光学系の合焦位置の判定結果にしたがい前記第一及び第二の駆
動手段を制御する制御手段と、を備え、
　前記制御手段は、前記合焦動作において、前記判定手段による前記被写体像のフォーカ
ス状態の検出のために、前記第一のフォーカスレンズを前記光軸に沿って微小進退駆動す
るように前記第一の駆動手段を制御するとともに、前記第二のフォーカスレンズを、前記
第一のフォーカスレンズと独立して、一定速度で駆動するよう前記第二の駆動手段を制御
する、
　フォーカスシステム。
【請求項２】
　前記制御手段は、前記第一のフォーカスレンズの微小進退駆動の中心位置が移動したと
きに、前記第二のフォーカスレンズを一定速度で駆動するよう前記第二の駆動手段を制御
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する、
　請求項１記載のフォーカスシステム。
【請求項３】
　前記制御手段は、前記第一のフォーカスレンズの微小進退駆動の中心位置が移動したと
きに、前記第一のフォーカスレンズの現在位置に対応する前記第二のフォーカスレンズの
トラッキング位置と、前記第二のフォーカスレンズの現在位置との差が所定値以上である
場合に、前記第二のフォーカスレンズを一定速度で駆動するよう前記第二の駆動手段を制
御する、
　請求項２に記載のフォーカスシステム。
【請求項４】
　前記フォーカスシステムは、前記光学系を介して形成された被写体像を撮影する撮影装
置に搭載され、
　前記所定値は前記撮影装置の撮影条件に応じて設定される、
　請求項３に記載のフォーカスシステム。
【請求項５】
　前記撮影条件は、静止画撮影モードと動画撮影モードのモード選択であって、
　前記所定値は、静止画撮影モードが選択されたときに設定される値が、動画撮影モード
選択時に設定される前記所定値よりも小さい値に設定される、
　請求項４に記載のフォーカスシステム。
【請求項６】
　前記撮影条件は、前記光学系に含まれる絞りの開閉の程度であり、
　前記所定値は、前記絞りが開放状態から絞込状態になるにつれて、より大きな値に設定
される、
　請求項４に記載のフォーカスシステム。
【請求項７】
　前記撮影条件は、前記撮影した被写体像に基づいて生成される画像データの画質レベル
であり、
　前記所定値は、前記画質レベルが高画質から低画質になるにつれて、より大きな値に設
定される、
　請求項４に記載のフォーカスシステム。
【請求項８】
　前記制御手段は、前記第一のフォーカスレンズによる前記被写体像のフォーカス状態の
調節を補助するために前記第二のフォーカスレンズを前記光軸に沿って駆動するように、
前記第二の駆動手段を制御する、
　請求項１から７のいずれか１つに記載のフォーカスシステム。
【請求項９】
　請求項１から８のいずれか１つのフォーカスシステムを備えた撮影装置。
【請求項１０】
　請求項１から８のいずれか１つのフォーカスシステムを備えた、カメラ本体に装着可能
な交換レンズ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、複数のフォーカスレンズ群を含む光学系を備え、自動焦点検出可能なフォー
カスシステム、及びそのようなフォーカスシステムを搭載した交換レンズ及び撮像装置に
関する。
【背景技術】
【０００２】
　カメラシステムにおいて、レンズ鏡筒の小型化の要望が高く、またオートフォーカスの
速度向上が求められている。フォーカスシステムを複数のフォーカスレンズ群により構成
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することにより、単独のフォーカスレンズ群で構成する場合に比べてストローク長が短く
なる。これにより、鏡筒全長の短縮化およびオートフォーカス速度向上が可能となる。特
に、マクロレンズにおいては、マクロ領域の性能劣化を改善することが可能となる。
【０００３】
　例えば、特許文献１に記載のレンズ鏡筒においては、複数のフォーカスレンズ群を有し
、カム機構を用いて一個のモータで複数のフォーカスレンズ群を駆動する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００６－１５４４７３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　複数のフォーカスレンズ群で構成されるフォーカスシステムは、合焦位置を走査するた
めに駆動する主群フォーカスレンズと、主群フォーカスレンズの走査に対して合焦精度を
確保するために連動駆動する副群フォーカスレンズとから構成される。このように複数の
駆動系からなるフォーカスシステムでは、その駆動により騒音が発生するとともに、音色
が変化する場合がある。
【０００６】
　特に動画撮影中において、主群フォーカスレンズは常に微小駆動し合焦位置を走査し続
ける。動画撮影においては音声記録を行うことが通常であるため、この騒音発生と音色の
変化は音声品質の低下を招き、問題となる。
【０００７】
　本発明は上記課題を鑑みてなされたものであり、複数のフォーカスレンズ群で構成され
るフォーカスシステムにおいて、その駆動により生じる音の問題を改善することを目的と
する。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　第１の態様において、被写体像のフォーカス状態を調節するための第一及び第二のフォ
ーカスレンズを含む光学系を備え、第一及び第二のフォーカスレンズを合焦位置に自動的
に制御する合焦動作が可能なフォーカスシステムが提供される。フォーカスシステムは、
第一のフォーカスレンズを光軸に沿って駆動させる第一の駆動手段と、第二のフォーカス
レンズを光軸に沿って駆動させる第二の駆動手段と、合焦動作において、光学系を介して
形成される被写体像のフォーカス状態を周期的に検出し、検出結果に基づき光学系の合焦
位置を判定する判定手段と、判定手段による光学系の合焦位置の判定結果にしたがい第一
及び第二の駆動手段を制御する制御手段とを備える。制御手段は、合焦動作において、第
二のフォーカスレンズを第一のフォーカスレンズと独立して駆動するように第二の駆動手
段を制御する。
【０００９】
　制御手段は、合焦動作において、判定手段による被写体像のフォーカス状態の検出のた
めに、第一のフォーカスレンズを光軸に沿って微小進退駆動するように第一の駆動手段を
制御し、かつ、第二のフォーカスレンズを第一のフォーカスレンズと独立して駆動するよ
うに第二の駆動手段を制御する。
【００１０】
　特に、制御手段は、判定手段による光学系の合焦位置の判定のために、第一のフォーカ
スレンズを光軸に沿って微小進退駆動するように第一の駆動手段を制御するとともに、第
二のフォーカスレンズを一定速度で駆動するよう第二の駆動手段を制御する。
　また、制御手段は、第一のフォーカスレンズの微小進退駆動の中心位置が移動したとき
に、第二のフォーカスレンズを一定速度で駆動するよう第二の駆動制御手段を制御しても
よい。
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　または、制御手段は、第一のフォーカスレンズの微小進退駆動の中心位置が移動したと
きに、第一のフォーカスレンズの現在位置に対応する第二のフォーカスレンズのトラッキ
ング位置と、第二のフォーカスレンズの現在位置との差が所定値以上である場合に、第二
のフォーカスレンズを一定速度で駆動するよう第二の駆動制御手段を制御してもよい。
【００１８】
　第２の態様において、上記の構成を有するフォーカスシステムを備えた撮像装置が提供
される。
【００１９】
　第３の態様において、上記の構成を有するフォーカスシステムを備えた、カメラ本体に
装着可能な交換レンズが提供される。
【発明の効果】
【００２０】
　上記構成によれば、複数のフォーカスレンズ群で構成されるフォーカスシステムにおい
て、合焦動作時に、第二のフォーカスレンズを第一のフォーカスレンズと独立して駆動す
る。これにより、合焦動作時に、第二のフォーカスレンズを一定速度での駆動、または停
止することが可能となり、第二のフォーカスレンズの駆動速度の変化により発生し得る騒
音や音色の変化を防止でき、静音化及び録音された音声の音質の向上を実現できる。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】デジタルカメラの構成図
【図２】カメラ本体のブロック図
【図３】デジタルカメラの斜視図
【図４】（Ａ）カメラ本体の上面図、（Ｂ）カメラ本体の背面図
【図５】交換レンズユニットの断面図（無限遠合焦状態）
【図６】交換レンズユニットの断面図（無限遠合焦状態）
【図７】第２レンズ群ユニットの分解斜視図
【図８】第４レンズ群ユニットの分解斜視図
【図９】第５レンズ群ユニットの分解斜視図
【図１０】（Ａ）無限遠合焦状態の光学系の構成図、（Ｂ）最近接合焦状態の光学系の構
成図
【図１１】フォーカシング時における、各レンズ群の位置関係を示す図（トラッキングカ
ーブ）
【図１２Ａ】山登り方式による焦点検出の説明図（トラッキング駆動）
【図１２Ｂ】山登り方式による焦点検出の説明図（トラッキング駆動）
【図１３】実施の形態１の山登り方式による焦点検出駆動方法の説明図
【図１４】実施の形態２の山登り方式による焦点検出駆動方法の説明図
【図１５】ウォブリング動作による焦点検出の説明図（トラッキング駆動）
【図１６】実施の形態３のウォブリングによる焦点検出駆動方法の説明図
【図１７】実施の形態４のウォブリングによる焦点検出駆動方法の説明図
【図１８】実施の形態４のウォブリングによる焦点検出駆動方法の説明図
【図１９】実施の形態２の山登り方式による焦点検出駆動方法のフローチャート
【図２０】実施の形態４のウォブリングによる焦点検出駆動方法のフローチャート
【図２１】実施の形態５の山登り方式による焦点検出駆動方法の説明図
【図２２】実施の形態５の山登り方式による焦点検出駆動方法のフローチャート
【発明を実施するための形態】
【００２２】
実施の形態１
　以下、添付の図を用いて実施の形態１に係るデジタルカメラの構成および動作について
説明する。
【００２３】
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１．構成
　１－１．全体構成
　図１を参照し、デジタルカメラ１の概要を説明する。図１はデジタルカメラ１の概略構
成図である。図１に示すように、デジタルカメラ１（撮像装置の一例）は、交換レンズ式
のデジタルカメラであり、カメラ本体３と、カメラ本体３に取り外し可能に装着された交
換レンズユニット２とを備えている。交換レンズユニット２は、レンズマウント９５及び
カメラ本体３の前面に設けられたボディマウント４を介して、カメラ本体３に装着されて
いる。
【００２４】
　図２はカメラ本体３の構成を示すブロック図である。図３はデジタルカメラ１の概略斜
視図である。図４（Ａ）はカメラ本体３の上面図であり、図４（Ｂ）はカメラ本体３の背
面図である。図５～図６はそれぞれ異なる平面で切断した交換レンズユニット２の概略断
面図である。図７は第１フォーカス調節ユニット７２の分解斜視図である。図８は第２フ
ォーカス調節ユニット７３の分解斜視図である。図９は第３フォーカス調節ユニット７４
の分解斜視図である。図１０（Ａ）および図１０（Ｂ）は光学系Ｌの構成図である。図１
０（Ａ）が無限遠の合焦状態を示しており、図１０（Ｂ）が最至近の合焦状態を示してい
る。図１１は、フォーカシング時における、各レンズ群の撮像センサ１１からの距離を示
している。
【００２５】
　なお、本実施形態では、デジタルカメラ１に対して３次元直交座標系を設定する。光学
系Ｌ（後述）の光軸ＡＺはＺ軸方向と一致している。Ｘ軸方向はデジタルカメラ１での縦
撮り姿勢における水平方向と一致している。Ｙ軸方向はデジタルカメラ１での横撮り姿勢
における鉛直方向と一致している。また、以下の説明において、「前」とは、デジタルカ
メラ１の被写体側（Ｚ軸方向正側）を、「後」とは、デジタルカメラ１の被写体側と反対
側（撮像センサ側、Ｚ軸方向負側）を意味する。
【００２６】
　１－２．交換レンズユニット
　図１～図１１を用いて交換レンズユニット２の概略構成を説明する。図１に示すように
、交換レンズユニット２は、光学系Ｌと、光学系Ｌを支持するレンズ支持機構７１と、第
１フォーカス調節ユニット７２と、第２フォーカス調節ユニット７３と、第３フォーカス
調節ユニット７４と、絞り調節ユニット７５と、振れ補正ユニット７６と、レンズマイコ
ン４０と、を有している。
【００２７】
　光学系Ｌは、被写体の光学像を形成する。光学系Ｌは、主に６つのレンズ群から構成さ
れている。具体的には、図１０（Ａ）および図１０（Ｂ）に示すように、光学系Ｌは、正
の屈折力を有する第１レンズ群Ｇ１と、負の屈折力を有する第２レンズ群Ｇ２と、正の屈
折力を有する第３レンズ群Ｇ３と、正の屈折力を有する第４レンズ群Ｇ４と、負の屈折力
を有する第５のレンズ群Ｇ５と、正の屈折力を有する第６レンズ群Ｇ６を有している。
【００２８】
　第１レンズ群Ｇ１は、第１レンズＬ１と、第２レンズＬ２と、第３レンズＬ３とを有し
ている。第２レンズ群Ｇ２はフォーカスレンズ群であり、第４レンズＬ４と、第５レンズ
Ｌ５と、第６レンズＬ６とを有している。第３レンズ群Ｇ３はブレ補正レンズ群であり、
第７レンズＬ７から構成されている。第４レンズ群Ｇ４はフォーカスレンズ群であり、第
８レンズＬ８と、第９レンズＬ９と、第１０レンズＬ１０とを有している。第５レンズ群
Ｇ５はフォーカスレンズ群であり、第１１レンズＬ１１から構成されている。第６レンズ
群Ｇ６は、第１２レンズＬ１２と、第１３レンズＬ１３とを有している。
【００２９】
　すなわち、光学系Ｌにおいて、レンズ群Ｇ２，Ｇ４，Ｇ５はフォーカスレンズ群である
。フォーカスレンズ群Ｇ２，Ｇ４，Ｇ５は、光軸方向にそれぞれ移動することで撮影距離
（物体距離）を変更する。
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【００３０】
　図１０（Ａ）、図１０（Ｂ）および図１１に示すように、無限遠合焦状態から最近接合
焦状態へのフォーカシング時には、第２レンズ群Ｇ２が光軸ＡＺに沿って撮像センサ１１
側へ移動し、第４レンズ群Ｇ４と第５レンズ群Ｇ５は光軸ＡＺに沿って被写体側へ移動す
る。
【００３１】
　さらに、デジタルカメラ１の動きに起因する光学像の振れを抑制するために、第７レン
ズＬ７が光軸ＡＺと直交する２方向に移動する。
【００３２】
　図１１は、本実施形態の各フォーカスレンズ群のトラッキングカーブを示した図である
。図１１に示すように、各フォーカスレンズ群は無限遠合焦状態から最近接合焦状態へ移
動する際、所定の位置関係を有する。
【００３３】
　図１、図５、図６において、レンズ支持機構７１は、光学系Ｌの各レンズ群Ｇ１～Ｇ６
を固定或いは移動可能に支持するための機構であり、レンズマウント９５と、固定枠５０
と、ガイドポール支持枠５１と、第１レンズ群支持枠５２と、第２レンズ群支持枠５３と
、第３レンズ群支持枠５４と、絞りユニット６２と第４レンズ群支持枠５５と、第５レン
ズ群支持枠５６と、第６レンズ群支持枠５７と、フォーカスリングユニット８８と、を有
している。
【００３４】
　レンズマウント９５は、カメラ本体３のボディマウント４に装着される部分であり、レ
ンズ側接点９１を有している。
【００３５】
　固定枠５０は、前枠６１と第１レンズ群支持枠５２と、絞りユニット６２と第１フォー
カスモータ６３と、第２フォーカスモータ６４とを支持すると共に、Ｚ軸方向に延びる４
本のガイドポール６３ｂ、６３ｃ、６４ｂ、６４ｃの前側端部を支持し、ガイドポール支
持枠５１に固定されている。第１フォーカスモータ６３と、第２フォーカスモータ６４は
例えばステッピングモータである。
【００３６】
　ガイドポール支持枠５１は第６レンズ群支持枠５７と、ガイドポール６５ｃ、６５ｂと
第３フォーカスモータ６５とを支持すると共に、４本のガイドポール６３ｂ、６３ｃ、６
４ｂ、６４ｃの後側端部を支持し、レンズマウント９５に固定されている。第３フォーカ
スモータ６５は例えばステッピングモータである。
【００３７】
　前枠６１は、固定枠５０に固定されており、先端には偏光フィルタや保護フィルタのよ
うな光学フィルタおよびコンバージョンレンズを取付けるための雌ねじ部６１ａが形成さ
れている。
【００３８】
　第１レンズ群支持枠５２は、固定枠５０に固定されており、第１レンズ群Ｇ１を支持し
ている。
【００３９】
　第２レンズ群支持枠５３は、第２レンズ群Ｇ２を支持し、軸受け部５３ａと、廻り止め
部５３ｂと、ラック支持部５３ｃと、突起５３ｄと、を有している。軸受け部５３ａはガ
イドポール６３ｂが挿入されており、廻り止め部５３ｂにはガイドポール６３ｃが挿入さ
れ、光軸ＡＺ周りの回転が規制された状態で、第２レンズ群支持枠５３はＺ軸方向に移動
可能に支持されている。ラック支持部５３ｃは、第１ラック５８をＺ軸方向に一体で移動
可能かつ回転可能に支持している。突起５３ｄは第２レンズ群Ｇ２の原点を検出するため
の部分であり、第１フォトセンサ６６の検出領域を通過可能な位置に設けられている。第
１ラック５８は、複数の歯（図示せず）を有し、その歯が第１フォーカスモータ６３のリ
ードスクリュー６３ａと噛み合っている。
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【００４０】
　第３レンズ群支持枠５４は、第３レンズ群Ｇ３を支持している。第３レンズ群支持枠５
４は光軸ＡＺに直交する２方向に移動可能なように支持されている。
【００４１】
　第４レンズ群支持枠５５は、第４レンズ群Ｇ４を支持し、軸受け部５５ａと、廻り止め
部５５ｂと、ラック支持部５５ｃと、突起５５ｄと、を有している。軸受け部５５ａはガ
イドポール６４ｂが挿入されており、廻り止め部５５ｂにはガイドポール６４ｃが挿入さ
れ、光軸ＡＺ周りの回転が規制された状態で、第４レンズ群支持枠５５はＺ軸方向に移動
可能に支持されている。ラック支持部５５ｃは、第２ラック５９をＺ軸方向に一体で移動
可能かつ回転可能に支持している。突起５５ｄは第４レンズ群Ｇ４の原点を検出するため
の部分であり、第２フォトセンサ６７の検出領域を通過可能な位置に設けられている。第
２ラック５９は、複数の歯（図示せず）を有し、その歯が第２フォーカスモータ６４のリ
ードスクリュー６４ａと噛み合っている。
【００４２】
　第５レンズ群支持枠５６は、第５レンズ群Ｇ５を支持し、軸受け部５６ａと、廻り止め
部５６ｂと、ラック支持部５６ｃと、突起５６ｄと、を有している。軸受け部５６ａはガ
イドポール６５ｂが挿入されており、廻り止め部５６ｂにはガイドポール６５ｃが挿入さ
れ、光軸ＡＺ周りの回転が規制された状態で、第５レンズ群支持枠５６はＺ軸方向に移動
可能に支持されている。ラック支持部５６ｃは、第３ラック６０をＺ軸方向に一体で移動
可能かつ回転可能に支持している。突起５６ｄは第５レンズ群Ｇ５の原点を検出するため
の部分であり、第３フォトセンサ６８の検出領域を通過可能な位置に設けられている。
第３ラック６０は、複数の歯（図示せず）を有し、その歯が第３フォーカスモータ６５の
リードスクリュー６５ａと噛み合っている。第６レンズ群支持枠５７は、第６レンズ群Ｇ
６を支持し、ガイドポール支持枠５１に固定されている。
【００４３】
　フォーカスリングユニット８８は、フォーカスリング８９と、フォーカスリング８９の
回転角度を検出するフォーカスリング角度検出部９０と、を有している。フォーカスリン
グ８９は、円筒形状を有しており、固定枠５０と前枠６１により、Ｚ軸方向の移動が規制
された状態で光軸ＡＺ周りに回転可能に支持されている。フォーカスリング８９の回転角
度および回転方向は、フォーカスリング角度検出部９０により検出可能である。例えば、
このフォーカスリング角度検出部９０は、２つのフォトセンサ（図示せず）を有している
。フォーカスリング８９は、回転方向に等間隔で配置されＺ軸方向に突出する複数の突起
８９ａを有している。各フォトセンサは、発光部（図示せず）および受光部（図示せず）
を有しており、発光部および受光部の間を複数の突起８９ａが通過することで、フォーカ
スリング８９の回転角度および回転方向を検出することができる。なお、フォーカスリン
グ８９は、例えば可動式のレバーのような他の構造を有していてもよい。
【００４４】
　第１フォーカス調節ユニット７２は、第１フォーカスモータ６３と、フォーカス駆動制
御部４１と、第１フォトセンサ６６と、を有している。第１フォーカスモータ６３は、絞
りユニット６２よりも撮像面側にあり、固定枠５０に固定されており、第２レンズ群支持
枠５３をＺ軸方向に駆動する。第１フォーカスモータ６３のリードスクリュー６３ａは、
フォーカス駆動制御部４１から入力された駆動信号に基づいて回転する。第１フォーカス
モータ６３で発生した回転運動は、リードスクリュー６３ａおよび第１ラック５８により
第２レンズ群支持枠５３のＺ軸方向の直進運動に変換され、第２レンズ群支持枠５３がＺ
軸方向に移動可能となる。
【００４５】
　第２フォーカス調節ユニット７３は、第２フォーカスモータ６４と、フォーカス駆動制
御部４１と、第２フォトセンサ６７と、を有している。第２フォーカスモータ６４は、絞
りユニット６２よりも撮像面側にあり、固定枠５０に固定されており、第４レンズ群支持
枠５５をＺ軸方向に駆動する。第２フォーカスモータ６４のリードスクリュー６４ａは、
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フォーカス駆動制御部４１から入力された駆動信号に基づいて回転する。第２フォーカス
モータ６４で発生した回転運動は、リードスクリュー６４ａおよび第２ラック５９により
第４レンズ群支持枠５５のＺ軸方向の直進運動に変換され、第４レンズ群支持枠５５がＺ
軸方向に移動可能となる。
【００４６】
　第３フォーカス調節ユニット７４は、第３フォーカスモータ６５と、フォーカス駆動制
御部４１と、第３フォトセンサ６８と、を有している。第３フォーカスモータ６５は、絞
りユニット６２よりも撮像面側にあり、ガイドポール支持枠５１に固定されており、第５
レンズ群支持枠５６をＺ軸方向に駆動する。第３フォーカスモータ６５のリードスクリュ
ー６５ａは、フォーカス駆動制御部４１から入力された駆動信号に基づいて回転する。第
３フォーカスモータ６５で発生した回転運動は、リードスクリュー６５ａおよび第３ラッ
ク６０により第５レンズ群支持枠５６のＺ軸方向の直進運動に変換され、第５レンズ群支
持枠５６がＺ軸方向に移動可能となる。
【００４７】
　フォーカス駆動制御部４１は、３個のフォーカスモータ６３，６４，６５全てを同時に
異なった駆動速度で制御することが可能であり、さらに、何れか１個或いは２個のフォー
カスモータのみを駆動させることも可能である。各フォーカスレンズ群Ｇ２，Ｇ４，Ｇ５
を合焦位置へ駆動する時などは、３個のフォーカスモータを６３，６４，６５同時に駆動
することで、ＡＦ動作の高速化が可能となる。
【００４８】
　絞り調節ユニット７５は、絞りユニット６２と、絞りユニット６２を駆動する絞り駆動
モータ（図示せず）と、絞り駆動モータを制御する絞り駆動制御部４２と、を有している
。絞り駆動モータは、例えばステッピングモータである。絞り駆動モータは、絞り駆動制
御部４２から入力される駆動信号に基づいて駆動される。絞り駆動モータで発生した駆動
力により、絞り羽根６２ａが開方向および閉方向に駆動され、開口形状が変化する。絞り
羽根６２ａを駆動することで光学系Ｌの絞り値を変更することができる。
【００４９】
　振れ補正ユニット７６は、交換レンズユニット２およびカメラ本体３の動きに起因する
光学像の振れを抑制するためのユニットであり、電磁アクチュエータ４６と、位置検出セ
ンサ４７と、振れ補正用マイコン４８と、を有している。
【００５０】
　電磁アクチュエータ４６は第３レンズ群支持枠５４を光軸ＡＺに直交する方向に駆動す
る。つまり、電磁アクチュエータ４６は、第３レンズ群Ｇ３を光軸ＡＺに直交する方向に
駆動する。位置検出センサ４７は、絞りユニット６２に対する第３レンズ群支持枠５４の
位置を検出するためのセンサである。交換レンズユニット２には、ジャイロセンサなどの
動き検出センサ（図示せず）が搭載されている。振れ補正用マイコン４８は、位置検出セ
ンサ４７の検出結果および動き検出センサの検出結果に基づいて、電磁アクチュエータ４
６を制御する。これにより、デジタルカメラ１の動きに起因する被写体像の振れを抑制す
ることができる。
【００５１】
　なお、被写体像の振れを抑制する方法として、撮像センサ１１から出力される画像デー
タに基づいて画像に表れる振れを補正する電子式振れ補正を適用してもよい。また、光学
像の振れを抑制する方法として、撮像センサ１１を光軸ＡＺと直交する２方向に駆動する
センサシフト方式を適用してもよい。
【００５２】
　レンズマイコン４０は、ＣＰＵ（図示せず）、ＲＯＭ（図示せず）およびメモリ４０ａ
を有しており、ＲＯＭに格納されているプログラムがＣＰＵに読み込まれることで、様々
な機能を実現し得る。例えば、レンズマイコン４０は、第１フォトセンサ６６の検出信号
により第２レンズ群支持枠が原点位置にあることを認識することができる。
【００５３】
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　メモリ４０ａは、不揮発性メモリであり、電力供給が停止している状態でも記憶してい
る情報を保持できる。メモリ４０ａには、例えば交換レンズユニット２に関する情報（レ
ンズ情報）や被写体距離に応じたフォーカス群の位置情報（トラッキングカーブの情報）
などが格納されている。レンズマイコン４０は、この被写体距離に応じたフォーカス群の
位置情報に基づいてフォーカスモータ６３、６４、６５を制御し、各フォーカスレンズ群
がＺ軸方向に駆動される。レンズマイコン４０は、フォーカスレンズ群Ｇ２，Ｇ４，Ｇ５
の光軸ＡＺ方向の位置を把握可能である。つまり、レンズマイコン４０は、被写体距離を
把握可能である。なお、被写体距離とは、光学系Ｌによって光学像が合焦している被写体
までの距離である。具体的には、レンズマイコン４０は、第１フォトセンサ６６の検出信
号により第２レンズ群支持枠５３が原点位置にあることを認識し、その後、第１フォーカ
スモータ６３の駆動量（たとえば、ステップ数）をカウントすることにより、第２レンズ
群Ｇ２の光軸ＡＺ方向の位置を把握する。また、レンズマイコン４０は、第２フォトセン
サ６７の検出信号により第４レンズ群支持枠５５が原点位置にあることを認識し、その後
、第２フォーカスモータ６４の駆動量（たとえば、ステップ数）をカウントすることによ
り、第４レンズ群Ｇ４の光軸ＡＺ方向の位置を把握する。また、レンズマイコン４０は、
第３フォトセンサ６８の検出信号により第５レンズ群支持枠５６が原点位置にあることを
認識し、その後、第３フォーカスモータ６５の駆動量（たとえば、ステップ数）をカウン
トすることにより、第５レンズ群Ｇ５の光軸ＡＺ方向の位置を把握する。
【００５４】
　１－３．カメラ本体
　図１～図４を用いてカメラ本体３の概略構成について説明する。図１～図４に示すよう
に、カメラ本体３は、筐体３ａと、ボディマウント４と、操作ユニット３９と、画像取得
部３５と、画像表示部３６と、ファインダ部３８と、ボディマイコン１０と、バッテリー
２２と、を有している。
【００５５】
　筐体３ａは、カメラ本体３の外装部を構成している。図４（Ａ）および図４（Ｂ）に示
すように、筐体３ａの前面には、ボディマウント４が設けられており、筐体３ａの背面お
よび上面には、操作ユニット３９が設けられている。具体的には、筐体３ａの背面には、
表示部２０と、電源スイッチ２５と、モード切り換えダイヤル２６と、十字操作キー２７
と、メニュー設定ボタン２８と、設定ボタン２９と、モード切り換えボタン３４と、動画
撮影操作ボタン２４が設けられている。筐体３ａの上面には、シャッターボタン３０が設
けられている。
【００５６】
　ボディマウント４は、交換レンズユニット２のレンズマウント９５が装着される部分で
あり、レンズ側接点９１と電気的に接続可能なボディ側接点（図示せず）を有している。
ボディマウント４およびレンズマウント９５を介して、カメラ本体３は交換レンズユニッ
ト２とデータの送受信が可能である。例えば、ボディマイコン１０（後述）は、ボディマ
ウント４およびレンズマウント９５を介して露光同期信号などの制御信号をレンズマイコ
ン４０に送信する。
【００５７】
　図４（Ａ）および図４（Ｂ）に示すように、操作ユニット３９は、ユーザーが操作情報
を入力するための各種操作部材を有している。例えば、電源スイッチ２５は、デジタルカ
メラ１またはカメラ本体３の電源の入切を行うためのスイッチである。電源スイッチ２５
により電源がオン状態になると、カメラ本体３および交換レンズユニット２の各部に電源
が供給される。
【００５８】
　モード切り換えダイヤル２６は、静止画撮影モード、動画撮影モードおよび再生モード
等の動作モードを切り換えるためのダイヤルであり、ユーザーはモード切り換えダイヤル
２６を回転させて動作モードを切り換えることができる。モード切り換えダイヤル２６に
より静止画撮影モードが選択されると、動作モードを静止画撮影モードへ切り換えること
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ができ、モード切り換えダイヤル２６により動画撮影モードが選択されると、動作モード
を動画撮影モードへ切り換えることができる。動画撮影モードでは、基本的に動画撮影が
可能となる。さらに、モード切り換えダイヤル２６により再生モードが選択されると、動
作モードを再生モードへ切り換えることができ、表示部２０に撮影画像を表示させること
ができる。
【００５９】
　十字操作キー２７は、ユーザーが上下左右の方向を選択できるボタンである。十字操作
キー２７を用いて、例えば表示部２０に表示された各種メニュー画面から所望のメニュー
を選択することができる。
【００６０】
　メニュー設定ボタン２８はデジタルカメラ１の各種動作を設定するためのボタンである
。設定ボタン２９は各種メニューの実行を確定するためのボタンである。
【００６１】
　動画撮影操作ボタン２４は、動画撮影の開始および停止を指示するためのボタンである
。モード切り換えダイヤル２６において選択された動作モードが静止画撮影モードまたは
再生モードであっても、この動画撮影操作ボタン２４を押すことにより、モード切り換え
ダイヤル２６での設定内容に関係なく、強制的に動作モードが動画撮影モードに移行し、
動画撮影が開始される。さらに、動画撮影中に、この動画撮影操作ボタン２４が押される
と、動画撮影が終了し、モード切り換えダイヤル２６において選択された動作モード、す
なわち動画撮影開始前の動作モードへと移行する。例えば、動画撮影操作ボタン２４が押
される際にモード切り換えダイヤル２６により静止画撮影モードが選択されている場合は
、動画撮影操作ボタン２４が再度押された後に動作モードが自動的に静止画撮影モードへ
と移行する。
【００６２】
　シャッターボタン３０は、撮影の際にユーザーによって操作される。シャッターボタン
３０が操作されると、タイミング信号がボディマイコン１０に出力される。シャッターボ
タン３０は、半押し操作と全押し操作が可能な２段式のスイッチである。ユーザーが半押
し操作すると測光処理および測距処理を開始する。シャッターボタン３０を半押しの状態
でユーザーがシャッターボタン３０を全押し操作すると、タイミング信号が出力され、画
像取得部３５で画像データが取得される。
【００６３】
　さらに、図２に示すように、カメラ本体３の前面には、交換レンズユニット２をカメラ
本体３から取り外すためのレンズ取り外しボタン９９が設けられている。レンズ取り外し
ボタン９９は、例えばユーザーに押されるとオン状態になる接点（図示せず）を有してお
り、ボディマイコン１０と電気的に接続されている。レンズ取り外しボタン９９が押され
ると、内蔵されている接点がオンになり、ボディマイコン１０はレンズ取り外しボタン９
９が押されたことを認識することができる。
【００６４】
　画像取得部３５は主に、光電変換を行うＣＣＤ（Charge Coupled Device）などの撮像
センサ１１と、撮像センサ１１の露光状態を調節するシャッターユニット３３と、ボディ
マイコン１０からの制御信号に基づいてシャッターユニット３３の駆動を制御するシャッ
ター制御部３１と、撮像センサ１１の動作を制御する撮像センサ駆動制御部１２と、を有
している。
【００６５】
　撮像センサ１１は、光学系Ｌにより形成される光学的な像を電気的な信号に変換する、
例えばＣＣＤ（Charge Coupled Device）センサである。撮像センサ１１は、撮像センサ
駆動制御部１２により発生されるタイミング信号により駆動制御される。なお、撮像セン
サ１１はＣＭＯＳ（Complementary Metal Oxide Semiconductor）センサでもよい。
【００６６】
　シャッター制御部３１は、タイミング信号を受信したボディマイコン１０から出力され



(11) JP 4820460 B2 2011.11.24

10

20

30

40

50

る制御信号にしたがって、シャッター駆動アクチュエータ３２を駆動し、シャッターユニ
ット３３を動作させる。
【００６７】
　なお、本実施形態では、オートフォーカス方式として、撮像センサ１１で生成された画
像データを利用するコントラスト検出方式が採用されている。コントラスト検出方式を用
いることにより、高精度なフォーカス調節を実現することができる。
【００６８】
　ボディマイコン１０は、カメラ本体３の中枢を司る制御装置であり、操作ユニット３９
に入力された操作情報に応じて、デジタルカメラ１の各部を制御する。具体的には、ボデ
ィマイコン１０にはＣＰＵ、ＲＯＭ、ＲＡＭが搭載されており、ＲＯＭに格納されたプロ
グラムがＣＰＵに読み込まれることで、ボディマイコン１０は様々な機能を実現すること
ができる。例えば、ボディマイコン１０は、交換レンズユニット２がカメラ本体３に装着
されたことを検知する機能、または交換レンズユニット２から焦点距離情報などのデジタ
ルカメラ１を制御する上で必要な情報を取得する機能を有している。
【００６９】
　ボディマイコン１０は、電源スイッチ２５、シャッターボタン３０、モード切り換えダ
イヤル２６、十字操作キー２７、メニュー設定ボタン２８および設定ボタン２９の信号を
、それぞれ受信可能である。また、ボディマイコン１０内のメモリ１０ａには、カメラ本
体３に関する各種情報が格納されている。メモリ１０ａは、不揮発性メモリであり、電力
供給が停止している状態でも記憶している情報を保持できる。
【００７０】
　また、ボディマイコン１０は、垂直同期信号を定期的に生成し、垂直同期信号の生成と
並行して、垂直同期信号に基づいて露光同期信号を生成する。ボディマイコン１０が垂直
同期信号を基準とした露光開始タイミングおよび露光終了タイミングを予め把握している
ために、ボディマイコン１０は露光同期信号を生成できる。ボディマイコン１０は、垂直
同期信号をタイミング発生器（図示省略）に出力し、露光同期信号をボディマウント４お
よびレンズマウント９５を介してレンズマイコン４０に一定の周期で出力する。レンズマ
イコン４０は、露光同期信号に同期して、第２レンズ群支持枠５３と、第４レンズ群支持
枠５５と、第５レンズ群支持枠５６其々の位置情報を取得する。
【００７１】
　撮像センサ駆動制御部１２は、垂直同期信号に基づいて、撮像センサ１１の読み出し信
号と電子シャッター駆動信号とを一定の周期で生成する。撮像センサ駆動制御部１２は、
読み出し信号および電子シャッター駆動信号に基づいて、撮像センサ１１を駆動する。す
なわち、撮像センサ１１は、読み出し信号に応じて、撮像センサ１１内に多数存在する光
電変換素子（図示せず）で生成された画素データを垂直転送部（図示せず）に読み出す。
【００７２】
　また、ボディマイコン１０は、レンズマイコン４０を介してフォーカス調節ユニット７
２、７３、７４を制御する。
【００７３】
　撮像センサ１１から出力された画像信号は、アナログ信号処理部１３から、Ａ／Ｄ変換
部１４、デジタル信号処理部１５、バッファメモリ１６および画像圧縮部１７へと、順次
送られて処理される。アナログ信号処理部１３は、撮像センサ１１から出力される画像信
号にガンマ処理等のアナログ信号処理を施す。Ａ／Ｄ変換部１４は、アナログ信号処理部
１３から出力されたアナログ信号をデジタル信号に変換する。デジタル信号処理部１５は
、Ａ／Ｄ変換部１４によりデジタル信号に変換された画像信号に対してノイズ除去や輪郭
強調等のデジタル信号処理を施す。バッファメモリ１６は、ＲＡＭ（Random Access Memo
ry）であり、画像信号を一旦記憶する。バッファメモリ１６に記憶された画像信号は、画
像圧縮部１７から画像記録部１８へと、順次送られて処理される。バッファメモリ１６に
記憶された画像信号は、画像記録制御部１９の命令により読み出されて、画像圧縮部１７
に送信される。画像圧縮部１７に送信された画像信号のデータは、画像記録制御部１９の
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命令に従って画像信号に圧縮処理される。画像信号は、この圧縮処理により、元のデータ
より小さなデータサイズになる。画像信号の圧縮方法として、例えば１フレームの画像信
号毎に圧縮するＪＰＥＧ（Joint Photographic Experts Group）方式が用いられる。その
後、圧縮された画像信号は、画像記録制御部１９により画像記録部１８に記録される。こ
こで、動画を記録する場合、複数の画像信号をそれぞれ１フレームの画像信号毎に圧縮す
るＪＰＥＧ方式を用いることもでき、また、複数のフレームの画像信号をまとめて圧縮す
るＨ．２６４／ＡＶＣ方式を用いることもできる。
【００７４】
　画像記録部１８は、画像記録制御部１９の命令に基づいて、画像信号と記録すべき所定
の情報とを関連付けて静止画ファイルまたは動画ファイルを作成する。そして、画像記録
部１８は、画像記録制御部１９の命令に基づいて、静止画ファイルまたは動画ファイルを
記録する。画像記録部１８は、例えば内部メモリおよび／または着脱可能なリムーバブル
メモリである。なお、画像信号とともに記録すべき所定の情報には、画像を撮影した際の
日時と、焦点距離情報と、シャッタースピード情報と、絞り値情報と、撮影モード情報と
が含まれる。静止画ファイルは、例えばＥｘｉｆ（登録商標）形式やＥｘｉｆ（登録商標
）形式に類する形式である。また、動画ファイルは、例えばＨ．２６４／ＡＶＣ形式やＨ
．２６４／ＡＶＣ形式に類する形式である。
【００７５】
　画像表示部３６は、表示部２０と、画像表示制御部２１と、を有している。表示部２０
は例えば液晶モニタである。表示部２０は、画像表示制御部２１からの命令に基づいて、
画像記録部１８またはバッファメモリ１６に記録された画像信号を可視画像として表示す
る。表示部２０での表示形態としては、画像信号のみを可視画像として表示する表示形態
や、画像信号と撮影時の情報とを可視画像として表示する表示形態が考えられる。
【００７６】
　ファインダ部３８は、撮像センサ１１により取得された画像を表示する液晶ファインダ
８と、筐体３ａの背面に設けられたファインダ接眼窓９と、を有している。ユーザーは、
ファインダ接眼窓９を覗くことで液晶ファインダ８に表示された画像を視認することがで
きる。
【００７７】
　バッテリー２２は、カメラ本体３の各部に電力を供給し、さらにレンズマウント９５を
介して交換レンズユニット２に電力を供給する。本実施形態ではバッテリー２２は充電池
である。なお、バッテリー２２は、乾電池でもよいし、電源コードにより外部から電力供
給が行われる外部電源であってもよい。
【００７８】
　１－４．本発明との対応関係
　第４レンズ群（主群フォーカスレンズ）Ｇ４は第一のフォーカスレンズの一例である。
第２レンズ群Ｇ２および第５レンズ群Ｇ５とからなる構成（副群フォーカスレンズ）は、
第二のフォーカスレンズの一例である。ボディマイコン１０は判定手段の一例である。フ
ォーカスレンズ駆動制御部４１、絞り駆動制御部４２、またはレンズマイコン４０は制御
手段の一例である。主群フォーカスレンズＧ４と、副群フォーカスレンズＧ２、Ｇ５と、
フォーカスレンズ駆動制御部４１と、レンズマイコン４０と、ボディマイコン１０とから
なる構成はフォーカスシステムの一例である。デジタルカメラ１は撮像装置の一例である
。
【００７９】
　なお、以下の説明において必要があるときは、第一のフォーカスレンズと、第二のフォ
ーカスレンズと、フォーカスレンズ駆動制御部４１と、レンズマイコン４０と、ボディマ
イコン１０とからなる構成をフォーカスシステムと呼ぶことにする。
【００８０】
２．動作
　以下、本実施形態のデジタルカメラ１の動作について説明する。
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【００８１】
　２－１．撮影モード
　デジタルカメラ１は２つの撮影モードを有している。具体的には、デジタルカメラ１は
、ユーザーがファインダ接眼窓９で被写体を観察しながら撮影可能な「ファインダ撮影モ
ード」と、ユーザーが表示部２０で被写体を観察しながら撮影可能な「モニタ撮影モード
」とを有している。
【００８２】
　ファインダ撮影モードでは、例えば画像表示制御部２１が液晶ファインダ８を駆動する
。この結果、液晶ファインダ８には、撮像センサ１１により取得された被写体の画像（い
わゆるスルー画像）が表示される。
【００８３】
　モニタ撮影モードでは、例えば画像表示制御部２１により表示部２０が駆動され、表示
部２０に被写体の実時間画像が表示される。この２つの撮影モードの切り換えは、撮影モ
ード切り換えボタン３４により行うことができる。
【００８４】
　２－２．静止画撮影
　ユーザーによりシャッターボタン３０が全押しされると、撮像センサ１１の測光出力に
基づいて計算された絞り値に光学系Ｌの絞り値が設定されるように、ボディマイコン１０
からレンズマイコン４０へ命令が送信される。そして、レンズマイコン４０により絞り駆
動制御部４２が制御され、指示された絞り値まで絞りユニット６２を絞り込む。絞り値の
指示と同時に、撮像センサ駆動制御部１２から撮像センサ１１へ駆動命令が送信され、シ
ャッターユニット３３の駆動命令が送信される。撮像センサ１１の測光出力に基づいて計
算されたシャッタースピードの時間だけ、シャッターユニット３３により撮像センサ１１
が露光される。
【００８５】
　振れ補正ユニット７６の動作モードがＯＮの場合、振れ補正ユニット７６は、少なくと
も撮像センサ１１が露光される間、後述する振れ補正動作を行う。
【００８６】
　ボディマイコン１０は、撮影のための処理を実行し、撮影が終了すると、画像記録制御
部１９に制御信号を送信する。画像記録部１８は、画像記録制御部１９の命令に基づいて
、画像信号を内部メモリおよび／またはリムーバブルメモリに記録する。画像記録部１８
は、画像記録制御部１９の命令に基づいて、画像信号とともに撮影モードの情報（オート
フォーカス撮影モードかマニュアルフォーカス撮影モードか）を、内部メモリおよび／ま
たはリムーバブルメモリに記録する。
【００８７】
　さらに、露光完了後、撮像センサ駆動制御部１２は、撮像センサ１１から画像データを
読み出し、所定の画像処理後、ボディマイコン１０を介して画像表示制御部２１へ画像デ
ータが出力される。これにより、表示部２０へ撮影画像が表示される。
【００８８】
　また、露光終了後、ボディマイコン１０により、シャッターユニット３３が初期位置に
リセットされる。また、ボディマイコン１０からレンズマイコン４０へ絞りユニット６２
を開放位置にリセットするよう絞り駆動制御部４２に命令が下され、レンズマイコン４０
から各ユニットへリセット命令が下される。リセット完了後、レンズマイコン４０は、ボ
ディマイコン１０にリセット完了を伝える。ボディマイコン１０は、レンズマイコン４０
からリセット完了情報を受信した後であって、かつ、露光後の一連の処理が完了した後に
、シャッターボタン３０が押されていないことを確認し、撮影シーケンスを終了する。
【００８９】
　２－３．動画撮影
　デジタルカメラ１は、動画を撮影する機能も有している。動画撮影モードでは、一定の
周期で撮像センサ１１により画像データが生成され、さらに、生成される画像データを利
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用したコントラスト検出方式によるオートフォーカスが継続的に行われる。動画撮影モー
ドにおいて、シャッターボタン３０が押される、または動画撮影操作ボタン２４が押され
ると、画像記録部１８に動画が記録される。その後、シャッターボタン３０、または動画
撮影操作ボタン２４が再度押されると、動画の記録が停止する。
【００９０】
　振れ補正ユニット７６の動作モードがＯＮの場合、振れ補正ユニット７６は、少なくと
も動画が記録される間、振れ補正動作（後述）を行う。
【００９１】
　２－４．振れ補正動作
　デジタルカメラ１に加えられた振れは、振れ検出部によって検出される。振れ検出部は
、ピッチング方向（Ｙ方向）の振れを検出する第１角速度センサと、ヨーイング方向（Ｘ
方向）の振れを検出する第２角速度センサとを有する。振れ補正用マイコン４８は、第１
角速度センサおよび第２角速度センサによって得られた出力信号を時間積分し、デジタル
カメラ１のピッチング方向およびヨーイング方向の振れ角度情報に変換する。振れ補正用
マイコン４８は、振れ角度情報に基いて、デジタルカメラ１の振れによって生じた撮像面
上の光学像の移動を元に戻すための、第３レンズ群Ｇ３の目標位置情報を算出する。この
目標位置情報に応じて第３レンズ群Ｇ３を移動させるために、振れ補正用マイコン４８は
、目標位置情報と位置検出センサ４７により検出された現在の第３レンズ群Ｇ３の位置情
報との差を演算し、ピッチアクチュエータ（図示せず）および／またはヨーアクチュエー
タ（図示せず）に信号を伝送する。
【００９２】
　ピッチアクチュエータおよび／またはヨーアクチュエータは、この信号に基づいて第３
レンズ群Ｇ３を駆動する。こうして、デジタルカメラ１の振れにより発生する被写体像の
振れを補正する。
【００９３】
　２－５．オートフォーカス動作
　以下、図を用いて実施の形態１に係るデジタルカメラ１のオートフォーカス動作につい
て説明する。
【００９４】
　図１１は、デジタルカメラ１の第４レンズ群（以下「主群フォーカスレンズ」という）
Ｇ４と、第２および第５レンズ群（以下それぞれ「副群フォーカスレンズ」という。）Ｇ
２、Ｇ５とのレンズ位置の関係を示した図である。主群フォーカスレンズＧ４の位置に対
する各副群フォーカスレンズＧ２、Ｇ５の位置を「トラッキング位置」という。各レンズ
がトラッキング位置にあるとき、最適な光学性能・画質が得られる。また、主群フォーカ
スＧ４の位置に対応するトラッキング位置に合わせて、副群フォーカスレンズＧ２、Ｇ５
それぞれの位置を移動させることを「トッラキング駆動」という。
【００９５】
　オートフォーカスモードにおいて、ユーザーがシャッターボタン３０を操作すると、被
写体に合焦するように各フォーカスレンズ群Ｇ４、Ｇ２、Ｇ５が移動する。本実施形態で
は、撮像画像を利用する山登り方式により自動焦点検出を行う。
【００９６】
　撮像画像を利用する山登り方式は、撮像画像からコントラスト値（評価値）を算出し、
そのコントラスト値を評価することで合焦位置（または合焦位置候補）を検出する。以下
、合焦位置を検出するため主群フォーカスレンズを駆動することを「スキャン駆動」とい
う。スキャン駆動において、主群フォーカスレンズは一定速度で駆動される。一定速度で
駆動させる理由は、等間隔のレンズ位置でコントラスト値を取得することにより山登り方
式において合焦位置の検出精度を向上させるためである。また、レンズ制御の簡素化のた
めである。このとき、従来技術では、副群フォーカスレンズは主群フォーカスレンズの駆
動に従ってトッラキング駆動される。
【００９７】
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　図１２Ａは、副群フォーカスレンズをトラッキング駆動したときの、山登り方式による
オートフォーカス動作におけるレンズの動きを説明した図である。図１２Ｂは、図１２Ａ
に示す動作に対応して時間的に変化するレンズ位置を説明した図である。図１２Ｂの直線
に示すように、主群フォーカスレンズは一定速度で駆動され、副群フォーカスレンズは図
１２Ｂの破線に示すように主群フォーカスレンズの駆動に従ってトッラキング駆動を行う
。具体的には、所定の制御区間毎に、トラッキングカーブにしたがって副群フォーカスレ
ンズの位置（トラッキング位置）が求められ、そのトラッキング位置に副群フォーカスレ
ンズが駆動される。すなわち、従来技術では、副群フォーカスレンズは、図１２Ｂの破線
に示すように一定速度で駆動されないので、速度変化時の騒音発生や音色が変わり、音声
品質が損なわれる。さらに、駆動速度が共振速度と一致すると、騒音がより大きくなる場
合もある。
【００９８】
　そもそも従来のカメラでは、静止画に重点がおかれ、レンズ駆動による騒音は問題視さ
れることはなかった。しかしながら最近では動画を重視し、動画記録中もオートフォーカ
ス可能なカメラが開発されており、上記の騒音等による音声品質の低下が問題となってき
た。このような問題を回避する為に、動画記録中はオートフォーカスを禁止する方法もあ
るが、それではユーザーの要求を十分に満たすことはできない。
【００９９】
　上記の音の問題を解決する、本実施形態のデジタルカメラ１のフォーカス動作について
以下説明する。図１３は、本実施形態のデジタルカメラ１のフォーカス動作による主群フ
ォーカスレンズＧ４と副群フォーカスレンズＧ２、Ｇ５の動きを説明した図である。同図
において、実線は主群フォーカスレンズの動きを示し、破線は副群フォーカスレンズの動
きを示している。
【０１００】
　主群フォーカスレンズＧ４によるスキャン駆動において、ピーク（合焦位置）を検出す
るまでは合焦位置が、ＦａｒもしくはＮｅａｒ側のいずれにあるかを検出するだけで十分
である。つまり、スキャン駆動において、主群フォーカスレンズＧ４の現在位置に対する
光学系の合焦位置の方向を検出するのみで十分であり、検出精度は高くなくてもよい。よ
って、本実施形態のスキャン駆動では、図１３に示すように、フォーカスレンズ駆動制御
部４１は、副群フォーカスレンズＧ２、Ｇ５を主群フォーカスレンズＧ４に対してトラッ
キング駆動しないようにする。以下、このような駆動を「静音化駆動」という。副群フォ
ーカスレンズＧ２、Ｇ５の静音化駆動は、具体的には、一定速度駆動を示す。ここで、一
定速度は、アクチュエータと可動するフォーカスレンズユニットを考慮した最も静音化が
可能な駆動速度であり、かつ、共振駆動速度を避けた速度に設定する。また更なる静音化
・音の品位が向上するのであれば、フォーカスレンズ駆動制御部４１は、副群フォーカス
レンズＧ２、Ｇ５を加減速制御駆動させてもよい。例えば、主群フォーカスレンズＧ４を
合焦位置に近づけるときは、副群フォーカスレンズＧ２、Ｇ５を駆動開始時は滑らかに加
速した後、一定速度で駆動し、停止直前において速度を減速させるようにしてもよい。
【０１０１】
　以上のようにスキャン駆動において副群フォーカスレンズを一定速度で駆動することに
より、速度切り替えにより生じる騒音や、音色の変化を低減でき、静音化を実現しつつ録
音された音声の音質低下を防止することが可能となる。
【０１０２】
　なお、図１３の例では再スキャン（一旦評価値のピークを検出後、再度、ピークを検出
する動作）を実施していないが、検出精度を上げるために再スキャンをおこなっても良い
。例えば、合焦位置（山のピーク）が検出できない場合に、検出精度を落としてスキャン
速度を上げて、おおよその合焦位置（山のピーク）を検出し、その後、合焦位置がおおよ
そ検出できれば、速度を落として再スキャンすることで合焦精度を向上できる。
【０１０３】
　再スキャンの間は、検出精度を更に向上させるために、副群フォーカスレンズＧ２、Ｇ
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５をトッラキング駆動しても良い。つまり、スキャン駆動後、再スキャン駆動をおこなう
場合、副群フォーカスレンズＧ２、Ｇ５は主群フォーカスレンズＧ４に対してトラッキン
グ駆動させてもよい。なお、その際、副群フォーカスレンズＧ２、Ｇ５の現在位置と、主
群フォーカスレンズＧ４の位置に対応した副群フォーカスレンズＧ２、Ｇ５のトラッキン
グ位置との差が、所定値以上（検波精度に影響を与える）である場合、副群フォーカスレ
ンズＧ２、Ｇ５がトラッキング位置へ移動するまで、再スキャン駆動をおこなわないよう
にしてもよい。また、その差が所定値以下の場合は再スキャン駆動を即座に実施するよう
にしてもよい。
【０１０４】
　ここで、前述の所定値は、撮影モード、設定されている絞り、画質によって異なり、撮
影状態に応じて算出された値である。例えば、静止画撮影モード、開放絞り値、または高
画質が設定されている場合、高精度な合焦位置検出をおこなう必要があるため、所定値は
より小さい値に設定するのが好ましい。逆に動画撮影モード、絞り込まれた絞り値、低画
質に設定されている場合、高精度な合焦位置検出をおこなう必要がなく、むしろフォーカ
シング速度を優先するため、所定値はより大きい値に設定するのが好ましい。つまり、前
述の所定値は、静止画撮影モードが選択されたときに設定される値が、動画撮影モード選
択時に設定される所定値よりも小さい値に設定される。また、前述の所定値は、絞りが開
放状態から絞込状態になるにつれて、より大きな値に設定される。また同様に、前述の所
定値は、画質レベルが高画質から低画質になるにつれて、より大きな値に設定される。こ
れにより、撮影状態により最適なフォーカシング性能を実現できる。
【０１０５】
実施の形態２
　図１４を参照し、デジタルカメラ１のオートフォーカス動作の別の例を説明する。なお
、本実施形態のデジタルカメラの構成については実施の形態１と同様であるため同一の符
号を付して説明を省略する。
【０１０６】
　図１４において、実線は主群フォーカスレンズの動きを示し、破線は副群フォーカスレ
ンズの動きを示す。本実施の形態では、フォーカスレンズ駆動制御部４１は、主群フォー
カスレンズＧ４の駆動により合焦位置の候補が発見されるまでは、副群フォーカスレンズ
Ｇ２、Ｇ５を駆動させない、すなわち、停止させる。これにより、フォーカスシステム全
体の騒音が更に小さくなり、同時に消費電力も小さくすることが可能となる。
【０１０７】
　図１９は、実施の形態２における、山登り方式による焦点検出駆動のフローチャートで
ある。ボディマイコン１０による合焦位置の検出が開始されると、フォーカスレンズ駆動
制御部４１は、主群フォーカスレンズＧ４による合焦位置のスキャンを開始する（Ｓ１０
１、Ｓ１０２）。このとき、フォーカスレンズ駆動制御部４１は、副群フォーカスレンズ
Ｇ２、Ｇ５を停止させるよう制御する（Ｓ１０３）。
【０１０８】
　主群フォーカスレンズＧ４による合焦位置のスキャンにより、ボディマイコン１０は被
写体像のフォーカス状態の変化を監視する。すなわち、ボディマイコン１０がフォーカス
状態の変化のピークを検出するまで、フォーカスレンズ駆動制御部４１は、以上の処理（
Ｓ１０１～Ｓ１０３）を繰り返す（Ｓ１０４）。
【０１０９】
　ボディマイコン１０が、フォーカス状態の変化のピーク（合焦位置）を検出すると（Ｓ
１０４）、フォーカスレンズ駆動制御部４１は、副群フォーカスレンズＧ２、Ｇ５を、主
群フォーカスレンズＧ４の合焦位置に対応する所定位置まで駆動する（Ｓ１０５、Ｓ１０
６）。
【０１１０】
　副群フォーカスレンズＧ２、Ｇ５が所定位置まで移動すると（Ｓ１０６）、再スキャン
駆動をおこなう（Ｓ１０７）。この再スキャン駆動の間は、主群フォーカスレンズＧ４を
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駆動するとともに、副群フォーカスレンズＧ２、Ｇ５を、主群フォーカスレンズＧ４に対
してトラッキング駆動させる（Ｓ１０８，Ｓ１０９）。その際、副群フォーカスレンズＧ
２、Ｇ５について、その現在位置と、主群フォーカスレンズに対するトラッキング位置と
が、所定値以上（検波精度に影響を与える）の差がある場合は、副群フォーカスレンズＧ
２、Ｇ５がトラッキング位置へ駆動するまで、再スキャン駆動を実施しないようにしても
よい。また、その差が所定値以下の場合は、再スキャン駆動を即座におこなうようにして
もよい。なお、所定値についての詳細は実施の形態１の場合と同様であるため、説明を省
略する。
【０１１１】
　なお、再スキャン時においても、副群フォーカスレンズＧ２、Ｇ５を停止した状態に制
御しても良い。その場合、トッラキングレンズデータを参照し、副群フォーカスレンズと
主群フォーカスレンズの位置関係（図１１参照）に基づき、撮像画像のコントラスト値か
ら算出した合焦位置に補正をおこなうことで、真の合焦位置を算出することが可能である
。
【０１１２】
　また、最終的な合焦位置を検出後（Ｓ１１０）、合焦位置へ駆動させる場合に、主群フ
ォーカスレンズＧ４に対して、副群フォーカスレンズＧ２、Ｇ５をトラッキングさせずに
、静音化駆動をする（Ｓ１１１）。
【０１１３】
　以上のように実施の形態２に係るデジタルカメラ１は、実施の形態１と同様、速度切り
替え時に生じる騒音や音色の変化がなくなり、静音化且つ録音された音声の音質を向上す
ることが可能である。
【０１１４】
　なお、上記のフローでは、再スキャン（Ｓ１０７）を実施したが、再スキャンを実施し
なくてもよい。
【０１１５】
実施の形態３
　本実施形態では、主群フォーカスレンズの光軸に沿った微小進退駆動（ウォブリング）
によるフォーカス動作を説明する。本実施の形態に係るデジタルカメラ１の構成は、実施
の形態１に係るデジタルカメラ１と同様であるため同符合を付して説明は省略する。
【０１１６】
　ウォブリングとは、合焦状態を得るためにフォーカスレンズを微小往復駆動させる駆動
方法であり、被写体が移動した際に素早く合焦状態にすることができる。具体的には、フ
ォーカスレンズを、現在のレンズ位置を中心として光軸に沿って前後に移動させ、それぞ
れの位置で撮像された画像に基づき合焦位置（被写体の移動により合焦位置は変化する）
の方向を検出し、その検出した方向へフォーカスレンズを移動させる。この動作を連続し
て繰り返すことで常に合焦位置に近い位置にフォーカスレンズを制御できるため、移動す
る被写体に対しても素早く合焦状態を得ることができる。ウォブリングはフルオートフォ
ーカスとも言え、ウォブリングによりユーザーはシャッターボタンを半押しすることなく
、フォーカシングが行え、常に被写体に合焦した状態を保持することが可能である。この
技術は動画撮影時に特に効果的であり、ビデオカメラにも多く採用されている。図１５は
、主群フォーカスレンズをウォブリング駆動したときに、主群フォーカスレンズに対して
トッラキング駆動させた副群フォーカスレンズの動きを説明した図である。図中、実線が
主群フォーカスレンズの動きを示し、破線が主群フォーカスレンズに対してトッラキング
駆動する副群フォーカスレンズの動きを示している。なお、ウォブリング駆動は、レンズ
マイコン４０がボディマイコン１０から受信した制御信号に基づいてフォーカスレンズ駆
動制御部４１を制御することにより実行される。
【０１１７】
　ウォブリングは常にレンズを微小駆動させる必要がある。このため、本システムのよう
な複数のフォーカスレンズ群で構成されるフォーカスシステムのウォブリング駆動におい



(18) JP 4820460 B2 2011.11.24

10

20

30

40

50

て、副群フォーカスレンズを主群フォーカスレンズに対してトッラキング駆動させると、
騒音・消費電力が大きくなるという問題がある。このウォブリング駆動時の問題を解決す
る駆動方法を以下に説明する。
【０１１８】
　図１６は、主群フォーカスレンズと副群フォーカスレンズを本実施形態の制御によりウ
ォブリング駆動した場合のフォーカスレンズの動きを説明した図である。図中、実線が主
群フォーカスレンズの動きを示し、破線が副群フォーカスレンズの動きを示している。図
１６に示すように、ウォブリング時において、フォーカスレンズ駆動制御部４１は、主群
フォーカスレンズＧ４に対して、副群フォーカスレンズＧ２、Ｇ５をトラッキング駆動さ
せずに静音化駆動させる。すなわち、フォーカスレンズ駆動制御部４１は、主群フォーカ
スレンズＧ４の駆動状態に従って、副群フォーカスレンズＧ２、Ｇ５を一定速度で駆動さ
せる。つまり、副群フォーカスレンズＧ２、Ｇ５はトラッキング曲線に従わずに移動する
。なお、一定速度は共振駆動速度を避けた駆動速度に設定される。また、更なる静音化・
音の品位が向上するのであれば、フォーカスレンズ駆動制御部４１は、副群フォーカスレ
ンズＧ２、Ｇ５を加減速制御駆動させてもよい。
【０１１９】
　以上の構成により、デジタルカメラ１は、ウォブリング駆動時において副群フォーカス
レンズＧ２、Ｇ５を静音化駆動（一定速度で駆動）するため、騒音の発生や音色の変化を
低減でき、静音化且つ録音された音声の音質の向上を実現できる。
【０１２０】
実施の形態４
　騒音の発生や音色の変化を低減可能なウォブリング駆動の別の例を説明する。
　図１７は実施の形態４のウォブリング駆動を説明した図である。同図に示すように、本
実施の形態では、ウォブリング時において、主群フォーカスレンズＧ４のセンター位置が
移動していない間（すなわち、被写体が移動していない間）は、副群フォーカスレンズＧ
２、Ｇ５を停止させておき、主群フォーカスレンズＧ４のセンター位置が移動したときに
、副群フォーカスレンズＧ２、Ｇ５を主群フォーカスレンズのウォブリングのセンター位
置に対応するトラッキング位置へ静音化駆動で移動させる。なお、実施の形態４に係るデ
ジタルカメラ１の構成は、実施の形態１の場合と同様であるため同一の符号を付して説明
を省略する。
【０１２１】
　以上のように、フォーカスレンズ駆動制御部４１は、被写体移動によりウォブリングの
センター位置（微少駆動のセンター位置）が変化した場合のみ、副群フォーカスレンズＧ
２、Ｇ５を静音化駆動させることにより、静音化や消費電力の低減を実現できる。
【０１２２】
　図２０は、実施の形態４における、ウォブリング駆動時の焦点検出処理のフローチャー
ト図である。
【０１２３】
　ボディマイコン１０による合焦位置の検出が開始されると、フォーカスレンズ駆動制御
部４１は、フォーカスレンズのウォブリングを開始する（Ｓ１２０）。このとき、フォー
カスレンズ駆動制御部４１は、主群フォーカスレンズＧ４を駆動させ（Ｓ１２１）、副群
フォーカスレンズＧ２、Ｇ５は停止するよう制御する（Ｓ１２２）。
【０１２４】
　ボディマイコン１０が、被写体移動に伴うウォブリングのセンター位置（合焦位置）の
変化を検出すると（Ｓ１２３）、フォーカスレンズ駆動制御部４１は、主群フォーカスレ
ンズＧ４をウォブリングのセンター位置が移動するように駆動する（Ｓ１２４）。また、
フォーカスレンズ駆動制御部４１は、副群フォーカスレンズＧ２、Ｇ５を、主群フォーカ
スレンズＧ４のセンター位置に対応したトラッキング位置に移動するように駆動する（Ｓ
１２５）。すなわち、主群フォーカスレンズＧ４を合焦位置がある方向に移動させるとと
もに、副群フォーカスレンズＧ２、Ｇ５の位置を主群フォーカスレンズＧ４のセンター位
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置のシフトに応じて変化させる。
【０１２５】
　なお、ウォブリング駆動時において、主群フォーカスレンズＧ４のセンター位置が移動
した場合であって、かつ、副群フォーカスレンズＧ２、Ｇ５の位置と、主群フォーカスレ
ンズＧ４の位置に対応する副群フォーカスレンズＧ２、Ｇ５のトラッキング位置との差が
所定値以上になった場合にのみ、副群フォーカスレンズＧ２、Ｇ５をウォブリングのセン
ター位置に対応するトラッキング位置へ静音化駆動で移動させるようにしてもよい（図１
８参照）。ここで、所定値は、実施の形態１と同様に、撮影モード、設定されている絞り
、及び画質によって異なり、撮影状態に応じて算出された値に設定される。つまり、副群
フォーカスレンズＧ２、Ｇ５を移動させないと、画質・合焦位置の検出精度が悪くなると
判断した場合のみ、フォーカスレンズ駆動制御部４１は、副群フォーカスレンズＧ２、Ｇ
５を駆動するようにしてもよい。
【０１２６】
　以上の構成により、実施の形態４に係るデジタルカメラ１は、騒音や音色の変化を低減
でき、静音化及び録音された音声の音質の向上を実現できる。
【０１２７】
実施の形態５
【０１２８】
　実施の形態２では、フォーカス状態の変化のピーク（合焦位置）が検出されるまでは、
副群フォーカスレンズＧ２、Ｇ５を停止しておき、フォーカス状態の変化のピーク（合焦
位置）が検出されると、副群フォーカスレンズＧ２、Ｇ５を駆動するようにした。これに
対して、本実施の形態では、主群フォーカスレンズＧ４の現在位置に対応する副群フォー
カスレンズＧ２、Ｇ５のトラッキング位置と、副群フォーカスレンズＧ２、Ｇ５の現在位
置との差が所定値以上である場合にのみ、副群フォーカスレンズＧ２、Ｇ５の静音化駆動
を開始する。所定値は実施の形態１で説明したとおりである。
【０１２９】
　図２１は、実施の形態５におけるフォーカスレンズの動きを説明した図である。図２１
において、実線は主群フォーカスレンズの動きを示し、破線は副群フォーカスレンズの動
きを示す。
【０１３０】
　以下、図を用いて実施の形態５に係るデジタルカメラ１のフォーカス動作を説明する。
なお、本実施の形態に係るデジタルカメラ１の構成は、実施の形態１の場合と同様である
ため説明を省略する。
【０１３１】
　図２２は、実施の形態５の山登り方式による焦点検出駆動方法のフローチャート図であ
る。ボディマイコン１０による合焦位置の検出が開始されると、フォーカスレンズ駆動制
御部４１は、主群フォーカスレンズＧ４による合焦位置のスキャンを開始する（Ｓ１３１
，Ｓ１３２）。さらに、フォーカスレンズ駆動制御部４１は、副群フォーカスレンズＧ２
、Ｇ５を停止させるよう制御する。そして、フォーカスレンズ駆動制御部４１は、副群フ
ォーカスレンズＧ２、Ｇ５の現在位置と、主群フォーカスレンズ位置に対する副群フォー
カスレンズＧ２、Ｇ５のトラッキング位置との差が所定値以上であるか否かを判断する（
Ｓ１３３）。
【０１３２】
　その差が所定値以上であるとき（Ｓ１３３）、フォーカスレンズ駆動制御部４１は、副
群フォーカスレンズＧ２、Ｇ５を、そのトラッキング位置まで静音化駆動で移動させる（
Ｓ１３４）。すなわち、フォーカスレンズ駆動制御部４１は、副群フォーカスレンズＧ２
、Ｇ５を一定速度で駆動させる。ここで、一定速度とは前述のとおりである。なお、更な
る静音化・音質が向上するのであれば、フォーカスレンズ駆動制御部４１は、副群フォー
カスレンズＧ２、Ｇ５を加減速制御駆動させてもよい。
【０１３３】
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　主群フォーカスレンズＧ４による合焦位置のスキャンしながら、ボディマイコン１０は
被写体像のフォーカス状態の変化を監視する。ボディマイコン１０は、フォーカス状態の
変化のピーク（合焦位置）を検出するまで、ステップＳ１３１からステップＳ１３４の動
作フローを繰り返す（Ｓ１３５）。
【０１３４】
　ボディマイコン１０が、フォーカス状態の変化のピーク（すなわち、合焦位置）を検出
すると（Ｓ１３５）、以下の処理を行なう。
【０１３５】
　まず、レンズマイコン４０は、副群フォーカスレンズＧ２、Ｇ５の現在位置と、主群フ
ォーカスレンズ位置に対するトラッキング位置との差が所定値以上であるか否かを判断す
る（Ｓ１３６）。レンズマイコン４０により所定値以上の差があると判断された場合、フ
ォーカスレンズ駆動制御部４１は、そのトラッキング位置まで副群フォーカスレンズＧ２
、Ｇ５を静音化駆動で移動させる（Ｓ１３７）。
【０１３６】
　その後、フォーカスレンズ駆動制御部４１は、合焦位置の再確認、合焦位置検出精度の
向上のため、再スキャンを行う（Ｓ１３８）。再スキャンでは、主群フォーカスレンズＧ
４をより低速で駆動させる。また、フォーカスレンズ駆動制御部４１は、副群フォーカス
レンズＧ２、Ｇ５を主群フォーカスレンズＧ４に対してトラッキング駆動させる（Ｓ１４
０）。ボディマイコン１０が最終の合焦位置を検出するまで、フォーカスレンズ駆動制御
部４１は、ステップＳ１３８からステップＳ１４０の処理を繰り返す（Ｓ１４１）。
【０１３７】
　最終の合焦位置が検出されると、フォーカスレンズ駆動制御部４１は、主群フォーカス
レンズＧ４および副群フォーカスレンズＧ２、Ｇ５をその最終の合焦位置へ静音化駆動で
移動させる（Ｓ１４２）。
【０１３８】
　以上の構成により、実施の形態５に係るデジタルカメラ１は騒音や音色の変化を低減で
き、静音化及び録音された音声の音質の向上を実現できる。
【０１３９】
他の実施形態
　本発明の実施形態は前述の実施形態に限られず、本発明の趣旨を逸脱しない範囲で種々
の修正および変更が可能である。また、前述の実施形態は、本質的に好ましい例示であっ
て、本発明、その適用物、またはその用途の範囲を制限することを意図するものではない
。つまり、上記の実施形態の思想、すなわち、主群フォーカスレンズと副群フォーカスレ
ンズに対する制御は以下の場合にも適用できる。
【０１４０】
　（１）前述の実施形態では、デジタルカメラは静止画および動画の撮影が可能であるが
、静止画撮影のみ、または、動画撮影のみ可能であってもよい。
【０１４１】
　（２）前述の実施形態において、デジタルカメラは、例えばデジタルスチルカメラ、デ
ジタルビデオカメラ、カメラ付き携帯電話およびカメラ付きＰＤＡであってもよい。
【０１４２】
　（３）前述のデジタルカメラ１はクイックリターンミラーを内蔵していないが、従来の
一眼レフカメラのようにクイックリターンミラーが搭載されていてもよい。
【０１４３】
　（４）光学系Ｌの構成は前述の実施形態の構成に限定されない。例えば、第３レンズ群
Ｇ３が複数のレンズから構成されていてもよいし、第６レンズ群Ｇ６が無くてもよい。
【０１４４】
　（５）前述の実施形態では、シャッターユニット３３を動作させることにより撮像セン
サ１１への露光時間を制御しているが、電子シャッターにより撮像センサ１１の露光時間
を制御してもよい。
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【０１４５】
　（６）前述の実施形態では、フォーカス調節ユニットは３個であったが、２個以上の複
数であれば何個で構成されていてもよい。
【０１４６】
　（７）前述の交換レンズユニット２は単焦点の光学系であったが、焦点距離が変更可能
なズーム光学系であってもよい。
【０１４７】
　（８）第１フォーカスモータ６３、第２フォーカスモータ６４、および、第３フォーカ
スモータ６５は、ステッピングモータでなくても、他のアクチュエータであってもよい。
たとえば、アクチュエータは、電磁モータ、ボイスコイルモータ、圧電素子を用いた振動
型アクチュエータ等である。
【０１４８】
　（９）図１５～１８に示したウォブリング駆動波形は台形波であったが、三角波、正弦
波であってもよい。また、上記の実施形態の思想は、山登り方式のコントラストオートフ
ォーカスのみに限定に限らず、位相差検出方式のオートフォーカスにおいても同様に適用
可能である。
【０１４９】
　（１０）上記の実施形態において、主群フォーカスレンズと副群フォーカスレンズのよ
うに、フォーカスレンズに主副を設定したが、本実施形態の思想はこれに限定されない。
すなわち、複数のフォーカスレンズ群のそれぞれに主副を設定せず、それぞれが独立して
駆動する構成としてもよい。
【０１５０】
　（１１）また、上記の実施形態で示したフォーカスレンズの制御は、交換レンズ２内だ
けで行っても良い。この場合、上記の実施形態で示したフォーカスレンズの制御に関する
ボディマイコン１０の機能を交換レンズ２内で実現すればよい。例えば、レンズマイコン
４０でその機能を実現してもよい。また、上記の実施形態においては、デジタルカメラ１
は交換レンズ式のデジタルカメラであったが、上記の実施形態の思想は、レンズとカメラ
本体が一体となった（すなわちレンズが取り外し不可能な）デジタルカメラ（撮像装置）
に対しても適用できることは言うまでもない。
【０１５１】
　（１２）上記の実施形態で説明した主群フォーカスレンズＧ４と副群フォーカスレンズ
Ｇ２、Ｇ５の駆動制御を全て交換レンズ２内で実行してもよい。
【０１５２】
　（１３）上記の実施形態はさらに下記の構成を有するフォーカスシステムの概念も開示
している。
【０１５３】
　Ａ）光軸に沿って進退することにより被写体像のフォーカス状態を調節する第一のフォ
ーカスレンズおよび第二のフォーカスレンズを含む光学系からなるフォーカスシステムで
あって、
　前記第一のフォーカスレンズおよび前記第二のフォーカスレンズを介して形成される被
写体像のフォーカス状態を周期的に検出し、該検出結果を比較することにより前記光学系
の合焦位置を判定する判定手段と、
　前記判定手段の判定結果に基づいて、前記被写体像が合焦状態となるように前記第一の
フォーカスレンズを前記光軸に沿って駆動制御する第一の駆動制御手段と、
　前記被写体像のフォーカス状態の調節を補助するために前記第二のフォーカスレンズを
前記光軸に沿って駆動制御する第二の駆動制御手段と、
　前記判定手段が前記被写体像の合焦候補位置を判定するまで、前記第二のフォーカスレ
ンズを一定速度で駆動するよう前記第二の駆動制御手段を制御する制御手段と、を備えた
、
　フォーカスシステム。
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【０１５４】
　Ｂ）光軸に沿って進退することにより被写体像のフォーカス状態を調節する第一のフォ
ーカスレンズおよび第二のフォーカスレンズを含む光学系からなるフォーカスシステムで
あって、
　前記第一のフォーカスレンズおよび前記第二のフォーカスレンズを介して形成される被
写体像のフォーカス状態を周期的に検出し、該検出結果を比較することにより前記光学系
の合焦位置を判定する判定手段と、
　前記判定手段の判定結果に基づいて、前記被写体像が合焦状態となるように前記第一の
フォーカスレンズを前記光軸に沿って駆動制御する第一の駆動制御手段と、
　前記第一のフォーカスレンズによる前記被写体像のフォーカス状態の調節を補助するた
めに前記第二のフォーカスレンズを前記光軸に沿って駆動制御する第二の駆動制御手段と
、
　前記判定手段が前記被写体像の合焦候補位置を判定するまで、前記第二のフォーカスレ
ンズを駆動しないよう前記第二の駆動制御手段を制御する制御手段と、を備えた、
　フォーカスシステム。
【０１５５】
　Ｃ）光軸に沿って進退することにより被写体像のフォーカス状態を調節する第一のフォ
ーカスレンズおよび第二のフォーカスレンズを含む光学系からなるフォーカスシステムで
あって、
　前記第一のフォーカスレンズおよび前記第二のフォーカスレンズを介して形成される被
写体像のフォーカス状態を周期的に検出し、該検出結果を比較することにより前記光学系
の合焦位置を判定する判定手段と、
　前記判定手段の判定結果に基づいて、前記被写体像が合焦状態となるように前記第一の
フォーカスレンズを前記光軸に沿って駆動制御する第一の駆動制御手段と、
　前記第一のフォーカスレンズによる前記被写体像のフォーカス状態の調節を補助するた
めに前記第二のフォーカスレンズを前記光軸に沿って駆動制御する第二の駆動制御手段と
、
　前記第一のフォーカスレンズの現在位置に関する第二のフォーカスレンズのトラッキン
グ位置と、前記第二のフォーカスレンズの現在位置との差が所定値以上になったときに、
前記第二のフォーカスレンズを駆動するよう前記第二の駆動制御手段を制御する制御手段
と、を備えた、
　フォーカスシステム。
【０１５６】
　Ｄ）光軸に沿って進退することにより被写体像のフォーカス状態を調節する第一のフォ
ーカスレンズおよび第二のフォーカスレンズを含む光学系からなるフォーカスシステムで
あって、
　前記第一のフォーカスレンズおよび前記第二のフォーカスレンズを介して形成される被
写体像のフォーカス状態を周期的に検出し、該検出結果を比較することにより前記光学系
の合焦位置を判定する判定手段と、
　前記被写体像が合焦状態となる位置を前記判定手段が判定するために前記第一のフォー
カスレンズを前記光軸に沿って微小往復駆動制御する第一の駆動制御手段と、
　前記第一のフォーカスレンズによる前記被写体像のフォーカス状態の調節を補助するた
めに前記第二のフォーカスレンズを前記光軸に沿って駆動制御する第二の駆動制御手段と
、
　前記第一のフォーカスレンズが駆動されるとき、前記第二のフォーカスレンズを一定速
度で駆動するよう前記第二の駆動制御手段を制御する制御手段と、を備えた、
　フォーカスシステム。
【０１５７】
　Ｅ）光軸に沿って進退することにより被写体像のフォーカス状態を調節する第一のフォ
ーカスレンズおよび第二のフォーカスレンズを含む光学系からなるフォーカスシステムで
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あって、
　前記第一のフォーカスレンズおよび前記第二のフォーカスレンズを介して形成される被
写体像のフォーカス状態を周期的に検出し、該検出結果を比較することにより前記光学系
の合焦位置を判定する判定手段と、
　前記被写体像が合焦状態となる位置を前記判定手段が判定するために前記第一のフォー
カスレンズを前記光軸に沿って微小往復駆動制御する第一の駆動制御手段と、
　前記第一のフォーカスレンズによる前記被写体像のフォーカス状態の調節を補助するた
めに前記第二のフォーカスレンズを前記光軸に沿って駆動制御する第二の駆動制御手段と
、
　前記第一のフォーカスレンズの微小進退駆動の中心位置が移動した後、前記第二のフォ
ーカスレンズを一定速度で駆動するよう前記第二の駆動制御手段を制御する制御手段と、
を備えた、
　フォーカスシステム。
【０１５８】
　Ｆ）光軸に沿って進退することにより被写体像のフォーカス状態を調節するフォーカス
レンズと、
　前記フォーカスレンズを介して形成される被写体像のフォーカス状態を周期的に検出し
、該検出結果を比較することにより前記光学系の合焦位置を判定する判定手段と、
　前記判定手段の判定結果に基づいて、前記被写体像が合焦状態となるように前記フォー
カスレンズを前記光軸に沿って駆動制御する駆動制御手段と、
　前記判定手段が前記被写体像の合焦位置を判定するまでの経過状況に応じて、動作音発
生の抑制を優先する静音モードまたは前記判定結果の精度を優先する高精度モードのいず
れかを選択し、前記フォーカスレンズを駆動するよう駆動制御手段を制御する制御手段と
、を備えた、
　フォーカスシステム。
【産業上の利用可能性】
【０１５９】
　本発明のフォーカスシステムは、自動焦点検出機能を備えたデジタルカメラ、カムコー
ダ、カメラ付き携帯電話等に搭載するフォーカスシステムに適用可能である。
【符号の説明】
【０１６０】
　１　デジタルカメラ
　２　交換レンズユニット
　３　カメラ本体
　１０　ボディマイコン
　１１　撮像センサ
　２０　表示部
　４０　レンズマイコン
　４１　フォーカスレンズ駆動制御部
　４２　絞り駆動制御部
　６２　絞りユニット
　６３　第１フォーカスモータ
　６４　第２フォーカスモータ
　６５　第３フォーカスモータ
　Ｌ　光学系
　Ｇ１　第１レンズ群
　Ｇ２　第２レンズ群（副群フォーカスレンズ）
　Ｇ３　第３レンズ群
　Ｇ４　第４レンズ群（主群フォーカスレンズ）
　Ｇ５　第５レンズ群（副群フォーカスレンズ）
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　Ｇ６　第６レンズ群

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２Ａ】

【図１２Ｂ】 【図１３】
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【図１４】 【図１５】

【図１６】 【図１７】
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【図１８】 【図１９】

【図２０】 【図２１】
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【図２２】
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