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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　接眼部と内部表示手段を有するビューファインダーと、
　前記接眼部への物体の近接距離を検知する接眼検知手段と、
　第１の動作モードと、前記第１の動作モードとは異なる動作モードであり、撮影した動
画を記録可能な記録モードである第２の動作モードを含む複数の動作モードの何れかに切
り替えるモード切替手段と、
　前記第１の動作モードの場合には、前記内部表示手段の点灯状態から、前記接眼検知手
段で前記接眼部に接近していた物体が前記接眼部から第１の距離以上離れたことを検知し
たことに応じて前記内部表示手段を消灯状態にするための制御を行い、
　前記第２の動作モードの場合には、前記内部表示手段の点灯状態から、前記接眼検知手
段で前記接眼部に接近していた物体が前記接眼部から前記第１の距離より大きい第２の距
離以上離れたことを検知したことに応じて前記内部表示手段を消灯状態にするための制御
を行う制御手段と
　を有することを特徴とする表示制御装置。
【請求項２】
　前記制御手段は、前記第１の動作モードの場合には、前記内部表示手段の点灯状態から
、前記接眼検知手段で前記接眼部に接近していた物体が前記接眼部から前記第１の距離以
上離れたことを検知したことに応じて計時を開始し、計時した時間が第１の時間を超過し
たことに応じて前記内部表示手段を消灯するように制御し、
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　前記第２の動作モードの場合には、前記内部表示手段の点灯状態から、前記接眼検知手
段で前記接眼部に接近していた物体が前記接眼部から前記第２の距離以上離れたことを検
知したことに応じて計時を開始し、計時した時間が前記第１の時間よりも長い第２の時間
を超過したことに応じて前記内部表示手段を消灯するように制御することを特徴とする請
求項１に記載の表示制御装置。
【請求項３】
　前記制御手段は、前記第１の動作モードであるか前記第２の動作モードであるかに関わ
らず、前記内部表示手段の消灯状態から、前記接眼検知手段で前記接眼部に接近していた
物体が前記接眼部から所定距離以内に接近したことを検知したことに応じて前記内部表示
手段を点灯するように制御することを特徴とする請求項１または２に記載の表示制御装置
。
【請求項４】
　前記所定距離は、前記第１の距離であることを特徴とする請求項３に記載の表示制御装
置。
【請求項５】
　接眼部と内部表示手段を有するビューファインダーと、
　前記接眼部への物体の近接を検知する接眼検知手段と、
　第１の動作モードと第２の動作モードを含む複数の動作モードの何れかに切り替えるモ
ード切替手段と、
　前記第１の動作モードの場合には、前記内部表示手段の点灯状態から、前記接眼検知手
段で前記接眼部に物体が近接しなくなったことを検知してから第１の時間が経過したこと
に応じて前記内部表示手段を消灯状態にするための制御を行い、
　前記第２の動作モードの場合には、前記内部表示手段の点灯状態から、前記接眼検知手
段で前記接眼部に物体が近接しなくなったことを検知してから前記第１の時間よりも長い
第２の時間が経過したことに応じて前記内部表示手段を消灯状態にするための制御を行う
制御手段と
　を有することを特徴とする表示制御装置。
【請求項６】
　前記制御手段は、前記第１の動作モードであるか前記第２の動作モードであるかに関わ
らず、前記内部表示手段の消灯状態から、前記接眼検知手段で前記接眼部への物体の近接
を検知したことに応じて前記内部表示手段を点灯するように制御することを特徴とする請
求項５に記載の表示制御装置。
【請求項７】
　前記第１の動作モードは画像を再生する再生モードであることを特徴とする請求項１乃
至６の何れか１項に記載の表示制御装置。
【請求項８】
　接眼部と内部表示手段を有するビューファインダーと、
　前記接眼部への物体の近接距離を検知する接眼検知手段と、
　バッテリー残量を検知する残量検知手段と、
　前記残量検知手段で検知したバッテリー残量が所定値より小さい場合には、前記内部表
示手段の点灯状態から、前記接眼検知手段で前記接眼部に接近していた物体が前記接眼部
から第１の距離以上離れたことを検知したことに応じて前記内部表示手段を消灯状態にす
るための制御を行い、
　前記残量検知手段で検知したバッテリー残量が所定値以上の場合には、前記内部表示手
段の点灯状態から、前記接眼検知手段で前記接眼部に接近していた物体が前記接眼部から
前記第１の距離より大きい第２の距離以上離れたことを検知したことに応じて前記内部表
示手段を消灯状態にするための制御を行う制御手段と
　を有することを特徴とする表示制御装置。
【請求項９】
　前記制御手段は、バッテリー残量が所定値より小さい場合には、前記内部表示手段の点
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灯状態から、前記接眼検知手段で前記接眼部に接近していた物体が前記接眼部から前記第
１の距離以上離れたことを検知したことに応じて計時を開始し、計時した時間が第１の時
間を超過したことに応じて前記内部表示手段を消灯するように制御し、
　バッテリー残量が所定値以上の場合には、前記内部表示手段の点灯状態から、前記接眼
検知手段で前記接眼部に接近していた物体が前記接眼部から前記第２の距離以上離れたこ
とを検知したことに応じて計時を開始し、計時した時間が前記第１の時間よりも長い第２
の時間を超過したことに応じて前記内部表示手段を消灯するように制御することを特徴と
する請求項８に記載の表示制御装置。
【請求項１０】
　前記制御手段は、バッテリー残量が前記所定値以上であるか否かに関わらず、前記内部
表示手段の消灯状態から、前記接眼検知手段で前記接眼部に接近していた物体が前記接眼
部から所定距離以内に接近したことを検知したことに応じて前記内部表示手段を点灯する
ように制御することを特徴とする請求項８または９に記載の表示制御装置。
【請求項１１】
　前記所定距離は、前記第１の距離であることを特徴とする請求項１０に記載の表示制御
装置。
【請求項１２】
　接眼部と内部表示手段を有するビューファインダーと、
　前記接眼部への物体の近接を検知する接眼検知手段と、
　バッテリー残量を検知する残量検知手段と、
　前記残量検知手段で検知したバッテリー残量が所定値より小さい場合には、前記内部表
示手段の点灯状態から、前記接眼検知手段で前記接眼部に物体が近接しなくなったことを
検知してから第１の時間が経過したことに応じて前記内部表示手段を消灯状態にするため
の制御を行い、
　前記残量検知手段で検知したバッテリー残量が所定値以上の場合には、前記内部表示手
段の点灯状態から、前記接眼検知手段で前記接眼部に物体が近接しなくなったことを検知
してから前記第１の時間よりも長い第２の時間が経過したことに応じて前記内部表示手段
を消灯状態にするための制御を行う制御手段と
　を有することを特徴とする表示制御装置。
【請求項１３】
　前記制御手段は、バッテリー残量が前記所定値以上であるか否かに関わらず、前記内部
表示手段の消灯状態から、前記接眼検知手段で前記接眼部への物体の近接を検知したこと
に応じて前記内部表示手段を点灯するように制御することを特徴とする請求項１２に記載
の表示制御装置。
【請求項１４】
　撮像手段をさらに有し、
　前記内部表示手段は前記撮像手段で撮像された画像を表示可能であることを特徴とする
請求項１乃至１３の何れか１項に記載の表示制御装置。
【請求項１５】
　接眼部と内部表示手段を有するビューファインダーと、
　前記接眼部への物体の近接距離を検知する接眼検知手段と、
　第１の動作モードと、前記第１の動作モードとは異なる動作モードであり、撮影した動
画を記録可能な記録モードである第２の動作モードを含む複数の動作モードの何れかに切
り替えるモード切替手段とを有する表示制御装置の制御方法であって、
　前記第１の動作モードの場合には、前記内部表示手段の点灯状態から、前記接眼検知手
段で前記接眼部に接近していた物体が前記接眼部から第１の距離以上離れたことを検知し
たことに応じて前記内部表示手段を消灯状態にするための制御を行い、
　前記第２の動作モードの場合には、前記内部表示手段の点灯状態から、前記接眼検知手
段で前記接眼部に接近していた物体が前記接眼部から前記第１の距離より大きい第２の距
離以上離れたことを検知したことに応じて前記内部表示手段を消灯状態にするための制御



(4) JP 6436802 B2 2018.12.12

10

20

30

40

50

を行う制御工程
　を有することを特徴とする表示制御装置の制御方法。
【請求項１６】
　接眼部と内部表示手段を有するビューファインダーと、
　前記接眼部への物体の近接を検知する接眼検知手段と、
　第１の動作モードと第２の動作モードを含む複数の動作モードの何れかに切り替えるモ
ード切替手段とを有する表示制御装置の制御方法であって、
　前記第１の動作モードの場合には、前記内部表示手段の点灯状態から、前記接眼検知手
段で前記接眼部に物体が近接しなくなったことを検知してから第１の時間が経過したこと
に応じて前記内部表示手段を消灯状態にするための制御を行い、
　前記第２の動作モードの場合には、前記内部表示手段の点灯状態から、前記接眼検知手
段で前記接眼部に物体が近接しなくなったことを検知してから前記第１の時間よりも長い
第２の時間が経過したことに応じて前記内部表示手段を消灯状態にするための制御を行う
制御工程
　を有することを特徴とする表示制御装置の制御方法。
【請求項１７】
　接眼部と内部表示手段を有するビューファインダーと、
　前記接眼部への物体の近接距離を検知する接眼検知手段と、
　ッテリー残量を検知する残量検知手段とを有する表示制御装置の制御方法であって、
　前記残量検知手段で検知したバッテリー残量が所定値より小さい場合には、前記内部表
示手段の点灯状態から、前記接眼検知手段で前記接眼部に接近していた物体が前記接眼部
から第１の距離以上離れたことを検知したことに応じて前記内部表示手段を消灯状態にす
るための制御を行い、
　前記残量検知手段で検知したバッテリー残量が所定値以上の場合には、前記内部表示手
段の点灯状態から、前記接眼検知手段で前記接眼部に接近していた物体が前記接眼部から
前記第１の距離より大きい第２の距離以上離れたことを検知したことに応じて前記内部表
示手段を消灯状態にするための制御を行う制御工程
　を有することを特徴とする表示制御装置の制御方法。
【請求項１８】
　接眼部と内部表示手段を有するビューファインダーと、
　前記接眼部への物体の近接を検知する接眼検知手段と、
　バッテリー残量を検知する残量検知手段とを有する表示制御装置の制御方法であって、
　前記残量検知手段で検知したバッテリー残量が所定値より小さい場合には、前記内部表
示手段の点灯状態から、前記接眼検知手段で前記接眼部に物体が近接しなくなったことを
検知してから第１の時間が経過したことに応じて前記内部表示手段を消灯状態にするため
の制御を行い、
　前記残量検知手段で検知したバッテリー残量が所定値以上の場合には、前記内部表示手
段の点灯状態から、前記接眼検知手段で前記接眼部に物体が近接しなくなったことを検知
してから前記第１の時間よりも長い第２の時間が経過したことに応じて前記内部表示手段
を消灯状態にするための制御を行う制御工程
　を有することを特徴とする表示制御装置の制御方法。
【請求項１９】
　コンピュータを、請求項１乃至１４の何れか１項に記載された表示制御装置の各手段と
して機能させるためのプログラム。
【請求項２０】
　コンピュータを、請求項１乃至１４の何れか１項に記載された表示制御装置の各手段と
して機能させるためのプログラムを格納したコンピュータが読み取り可能な記憶媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　本発明は表示制御装置及びその制御方法に関し、特に、接眼ファインダ内部の表示部材
の表示を制御する技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、外部表示装置以外にファインダを搭載したデジタルカメラの普及が進んでいる。
それらには、光学式ファインダを搭載したものや、電子ビューファインダ（以下、ＥＶＦ
と略す）を搭載したものがある。
【０００３】
　ＥＶＦは、撮像素子で撮像した画像をリアルタイムに表示することができるので、実際
に撮像された画像が確認できて大変便利だが、一方で、バックライト等の照明を用いる液
晶パネルでは消費電力が大きいという欠点を持っている。また、有機ＥＬパネルでは、長
時間表示を続けると焼き付きや寿命劣化が発生する欠点も持っている。なお、光学ファイ
ンダであっても、ファインダ内部に、情報表示用の表示部材を有しているものが多い。
【０００４】
　特許文献１には、ＥＶＦに接眼検知手段を設け、使用者の接眼が検知されたときはＥＶ
Ｆ表示モニタの表示をオンにし、接眼が検知されていないときはＥＶＦの表示をオフにす
る方法が開示されている。これにより、バックライトでの消費電力を低減して省エネルギ
ーを図り、焼き付きや寿命劣化を軽減させることができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開平１０－４５０９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、前述した従来例では、使用者が撮影中にＥＶＦから少し目を離しただけ
でＥＶＦ内の表示部が消えてしまい、目を戻した際に点灯までに時間がかかり使用感が良
くないという問題があった。
　本発明は前述の問題点に鑑みて成されたものであり、電力消費を抑えつつ、ユーザーの
接眼／離眼動作に対して、ファインダ内の表示部の表示動作が、ユーザーに使用感の悪さ
や違和感を与えることを抑制できるようにすることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の表示制御装置は、接眼部と内部表示手段を有するビューファインダーと、前記
接眼部への物体の近接距離を検知する接眼検知手段と、第１の動作モードと、前記第１の
動作モードとは異なる動作モードであり、撮影した動画を記録可能な記録モードである第
２の動作モードを含む複数の動作モードの何れかに切り替えるモード切替手段と、前記第
１の動作モードの場合には、前記内部表示手段の点灯状態から、前記接眼検知手段で前記
接眼部に接近していた物体が前記接眼部から第１の距離以上離れたことを検知したことに
応じて前記内部表示手段を消灯状態にするための制御を行い、前記第２の動作モードの場
合には、前記内部表示手段の点灯状態から、前記接眼検知手段で前記接眼部に接近してい
た物体が前記接眼部から前記第１の距離より大きい第２の距離以上離れたことを検知した
ことに応じて前記内部表示手段を消灯状態にするための制御を行う制御手段とを有するこ
とを特徴とする。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明によれば、電力消費を抑えつつ、ユーザーの接眼／離眼動作に対して、ファイン
ダ内の表示部の表示動作が、ユーザーに使用感の悪さや違和感を与えることを抑制するこ
とができる。
【図面の簡単な説明】
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【０００９】
【図１】実施形態における撮像装置の構成例を説明するブロック図である。
【図２】実施形態における撮像装置の構成例を説明する外観斜視図である。
【図３】第１の実施形態における撮像装置の動作を説明するフローチャートである。
【図４】実施形態における接眼距離の閾値の例について説明する図である。
【図５】第２の実施形態における撮像装置の動作を説明するフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
＜第１の実施形態＞
　以下、本発明の第１の実施形態による撮像装置の構成について説明する。
　図２は、本発明の実施形態における撮像装置の構成例を説明する外観斜視図である。
　図２において、２０１はビデオカメラ本体、２０２はレンズ、１０２は電源・モード切
替スイッチ、１０３はＥＶＦである。
【００１１】
　第１の実施形態におけるビデオカメラは、カメラ本体２０１の前部にレンズ２０２、後
部には内部に表示部を備えた電子ビューファインダー（ＥＶＦ）１０３を有する。また、
後部には図示しないバッテリーを装着することができる。具体的には、ＥＶＦ１０３は再
生映像や撮影映像を表示可能な有機ＥＬパネル、およびこのＥＶＦ１０３の接眼部に設け
られた図示しない近接センサによって構成される。
　電源・モード切替スイッチ１０２は、カメラ本体２０１の電源をＯＮ／ＯＦＦ操作と、
記録モードと再生モードを含む複数の動作モードの何れかを選択する切替スイッチである
。
【００１２】
　次に、第１の実施形態の撮像装置におけるシステム制御の構成について説明する。
　図１は、第１の実施形態における撮像装置のシステム制御の構成例を説明するブロック
図である。
　図１に示されるように、第１の実施形態における撮像装置は、映像・音声入力部１１１
より撮影した画像データに対し必要な信号処理を行う映像・音声信号処理部１１２、およ
び信号処理された画像データを記録再生する記録再生部１１３を有する。また、映像・音
声信号処理部１１２には、撮像素子、Ａ／Ｄ変換機等（不図示）を有する。
【００１３】
　また、システム制御部１０１は、ＥＶＦ１０３と接続されており、内部表示を行うため
に設けられている表示パネル１０５に表示する画像の出力を制御して表示制御を行う。表
示パネル１０５は、ファインダ内の表示部であり、液晶パネルや有機ＥＬパネルなどによ
って構成される。ユーザーは表示パネル１０５の表示を、ＥＶＦ１０３に接眼することで
観察することができる。また、システム制御部１０１は電源回路１０９と接続されており
、ＥＶＦ１０３の電源制御を行う。
【００１４】
　また、システム制御部１０１は、ＥＶＦ１０３に配置された近接センサ１０４と接続さ
れており、ＥＶＦ１０３の接眼距離を検出する。近接センサ１０４は、例えば赤外線近接
センサを用いることができ、ＥＶＦ１０３の接眼部への何らかの物体の接近を検知するこ
とができる。
【００１５】
　物体が接近した場合は、近接センサ１０４の投光部（図示せず）から投光した赤外線が
反射して赤外線近接センサの受光部（図示せず）に受光される。受光された赤外線の量に
よって、物体が接眼部からどの距離まで近づいているか（接眼距離）も判別することがで
きる。このように、近接センサ１０４は、接眼部への物体の近接距離を検知する接眼検知
を行う。なお、赤外線近接センサは一例であって、近接センサ１０４には、ユーザーの接
眼とみなせる接近、接近時のユーザーの目または顔と推定されるものとの距離を検知でき
るものであれば他のセンサを採用してもよい。さらに、システム制御部１０１には、前述
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した電源・モード切替スイッチ１０２が接続されている。
【００１６】
　また、システム制御部１０１は、接眼距離判別部１０６とタイマー制御部１０７を有す
る。接眼距離判別部１０６は、近接センサ１０４が検出した接眼距離が閾値より近いか遠
いかを判別する。タイマー制御部１０７は、ＥＶＦ１０３を点灯状態から消灯状態にする
までの時間を制御する。また、システム制御部１０１はデジタル信号処理部１１０を有す
る。
【００１７】
　デジタル信号処理部１１０は、映像・音声信号処理部１１２から入力された映像信号を
、接続される記録再生部１１３及びＥＶＦ１０３に合わせて、フォーマット変換及びリサ
イズ処理と、記録再生部１１３に記録する映像に対してメタデータ付加の処理を行う。
　また、システム制御部１０１には、バッテリー１０８が接続されている。バッテリー１
０８は、電源回路１０９と接続されており、電源供給、充電制御を行う。また、システム
制御部１０１は、バッテリー残量判別部１１４を有し、バッテリー１０８の残量検知を行
い、バッテリー残量が予め設定した所定値よりも小さいか、所定値以上かを判別する。
【００１８】
　ＲＯＭ１１５は、電気的に消去・記録可能な不揮発性のメモリであり、撮像装置の各部
の動作を制御するコンピュータプログラム及び各部の動作に関するパラメータ等の情報を
記録する。
　ＲＡＭ１１６は、システム制御部１０１がプログラムを実行する際に作業領域として実
行するための揮発性メモリである。
【００１９】
　なお、接眼距離判別部１０６、タイマー制御部１０７、デジタル信号処理部１１０、バ
ッテリー残量判別部１１４は、システム制御部１０１により実現される機能モジュール（
ソフトウェア）である。本実施形態においては、システム制御部１０１の処理部（ＣＰＵ
）がプログラムを実行することで実現するものである。なお、専用の回路（ハードウェア
）によって構成してもよい。
【００２０】
　以下、フローチャートと図面を参照して、第１の実施形態の動作を説明する。
　図３は、第１の実施形態における撮像装置の動作を説明するフローチャートである。こ
の処理は、システム制御部１０１が、ＲＯＭ１１５に格納されたプログラムを、ＲＡＭ１
１６に読み出して実行することによって実現する。
【００２１】
　図３において電源・モード切替スイッチ１０２によって電源が投入されると、Ｓ３０１
では、システム制御部１０１は、ＥＶＦ１０３の近接センサ１０４が検知した接眼距離が
Ｔｈ１（閾値１）以下であるか否かを判定する。
【００２２】
　図４を参照しながら接眼距離の閾値の例について説明する。
　図４に示すように、接眼距離７．５ｃｍを第２の距離とし、閾値Ｔｈ２と設定する。閾
値Ｔｈ２よりも近い５．０ｃｍを第１の距離とし、閾値Ｔｈ１と設定する。接眼距離がＴ
ｈ１以下でない場合は、Ｓ３０１を繰り返す。接眼距離がＴｈ１以下の場合は、Ｓ３０２
へ進む。
【００２３】
　Ｓ３０２では、システム制御部１０１は、表示パネル１０５を点灯させる。これによっ
て、記録モードであれば映像・音声入力部１１１から入力された映像（ライブビュー画像
）が表示され、再生モードであれば記録再生部１１３に記録された画像（動画または静止
画）を再生した再生画像が表示される。
【００２４】
　Ｓ３０３では、システム制御部１０１は、電源・モード切替スイッチ１０２の情報によ
り、記録モードか再生モードかを判定する。再生モードの場合はＳ３０４に進む。記録モ
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ード（撮影モード）の場合はＳ３１０に進む。
　Ｓ３０４では、システム制御部１０１は、接眼距離がＴｈ１より大きいか否かを判定す
る。接眼距離がＴｈ１より大きい場合はＳ３０５へ進む。接眼距離がＴｈ１以下の場合は
Ｓ３０４を繰り返す。
【００２５】
　Ｓ３０５では、システム制御部１０１は、タイマー制御部１０７にて計時、すなわち、
時間計測を開始する。
　Ｓ３０６では、システム制御部１０１は、接眼距離がＴｈ１より大きいか（Ｓ３０４以
来大きいままか）否かを判定する。接眼距離がＴｈ１より大きい場合はＳ３０７へ進む。
接眼距離がＴｈ１以下（すなわち、一度は眼がＴｈ１以上離れたが、１０秒経過前に再び
眼がＴｈ１以内に近づいた）の場合はＳ３０４へ戻る。
【００２６】
　Ｓ３０７では、システム制御部１０１は、タイマー制御部１０７での計測時間が１０ｓ
ｅｃより大きいか（Ｓ３０４で接眼距離がＴｈ１より大きくなってから１０秒が経過した
か）否かを判定する。計測時間が１０ｓｅｃより大きい場合（１０秒超過した場合）はＳ
３０８に進む。計測時間が１０ｓｅｃ以下の場合はＳ３０６に戻る。
【００２７】
　Ｓ３０８では、システム制御部１０１は、表示パネル１０５を消灯して非表示とする。
これによって、電力消費、焼き付き、寿命劣化を防ぐことができる。
　Ｓ３０９では、システム制御部１０１は、電源がオフにされるなどの終了イベントがあ
ったか否かを判定する。終了イベントがあったと判定すると処理を終了し、終了イベント
が無かった場合にはＳ３０１に進んで処理を繰り返す。終了しない場合、再び所定距離以
内の接眼距離Ｔｈ１より近づく接眼を検知した場合は表示パネル１０５を点灯して表示を
再開する。
【００２８】
　Ｓ３１０では、システム制御部１０１は、接眼距離がＴｈ２より大きいか否かを判定す
る。接眼距離がＴｈ２より大きい場合はＳ３１１へ進む。接眼距離がＴｈ２以下の場合は
、Ｓ３１０を繰り返す。
　Ｓ３１１では、システム制御部１０１は、タイマー制御部１０７にて時間計測を開始す
る。
　Ｓ３１２では、システム制御部１０１は、接眼距離がＴｈ２より大きいか（Ｓ３１０以
来大きいままか）否かを判定する。接眼距離がＴｈ２より大きい場合はＳ３１３へ進む。
接眼距離がＴｈ２以下（すなわち、一度は眼がＴｈ２以上離れたが、３０秒経過前に再び
眼がＴｈ２以内に近づいた）の場合はＳ３１０へ戻る。
【００２９】
　Ｓ３１３では、システム制御部１０１は、タイマー制御部１０７での計測時間が３０ｓ
ｅｃより大きいか（Ｓ３１０で接眼距離がＴｈ２より大きくなってから３０秒が経過した
か）否かを判定する。計測時間が３０ｓｅｃより大きい場合は、Ｓ３０８に進んで、表示
パネル１０５を消灯する。計測時間が３０ｓｅｃ以下の場合はＳ３１２に戻る。
【００３０】
　このように、再生モードの場合には、接眼部に接近していた物体が接眼部から第１の距
離以上離れたことを検知したことに応じて計時を開始し、計時した時間が第１の時間が経
過したことに応じて表示パネルを消灯するようにした。また、記録モードの場合には、接
眼部に接近していた物体が接眼部から第２の距離以上離れたことに検出したことに応じて
計時を開始し、計時した時間が第２の時間を経過したことに応じて表示パネルを消灯する
ようにした。
【００３１】
　このように、本実施形態によれば、再生モードと記録モードでＥＶＦを消灯させる接眼
距離と消灯までの時間を変えることにより、記録モードにおいてＥＶＦが消灯する接眼距
離をより遠く、消灯するまでの時間をより長くするようにした。これにより、撮影中に少
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し目を離した際はＥＶＦが消灯せず、撮影に支障をあたえることなく、近接検知制御によ
りＥＶＦの無駄な電力の消費や、焼き付き、寿命劣化を防ぐことができる。
【００３２】
　より詳しくは、Ｓ３０４での接眼距離の閾値（Ｔｈ１）と、Ｓ３１０の接眼距離の閾値
（Ｔｈ２）が異なり、Ｔｈ２の方が大きい。すなわち、再生モードと撮影モードとでは、
撮影モードの方が接眼距離の閾値が大きい。これによって、撮影モードでは、再生モード
よりもＥＶＦ１０３から眼を大きく離しても表示パネル１０５が消灯されにくいようにし
ている。
【００３３】
　これは、撮影モードでは、ＥＶＦ１０３を覗いての映像確認と、ＥＶＦ１０３からやや
眼を離しての肉眼での被写体確認を交互に繰り返す可能性を考えてのことである。また、
肉眼での被写体確認をしなくとも、フレーミングのために撮像装置本体を動かしている間
に意図せず少し眼がＥＶＦ１０３から離れてしまう可能性を考えてのことである。
【００３４】
　撮影モードでは、このような可能性があるため、少しの距離眼を離しただけで頻繁にＥ
ＶＦ１０３内の表示パネル１０５の点灯／消灯が繰り返されるとユーザーにチラツキなど
の違和感や、点灯／消灯動作の遅延によって素早い映像確認を妨げる恐れがある。これは
撮影機会損失につながる。これに対し、本実施形態では、撮影モードで表示パネル１０５
を消灯させるための接眼距離の閾値を再生モードの時よりも大きく（長く）していること
でこのような問題を抑制している。
【００３５】
　また、眼を離してから表示パネル１０５を消灯するまでのタイマーの時間も、再生モー
ドの時のＳ３０７（１０秒）とＳ３１３（３０秒）では異なり、撮影モードの方が長い。
これは、前述と同様の理由により、撮影モードの方が消灯されにくくするためである。
　なお、本実施形態では、接眼距離の閾値（Ｔｈ１とＴｈ２）及び接眼閾値を超えてから
消灯するまでのタイマー時間（１０秒と３０秒）の双方を異ならせる例を説明したが、何
れか一方のみを異ならせるようにしてもよい。すなわち、接眼距離の閾値とタイマー時間
の何れか一方は、撮影モードの方が消灯し難いように異ならせ、他方は同じとするように
してもよい。
【００３６】
　また、本実施形態では、再生モードか記録モードかで表示パネル１０５を消灯させる接
眼距離と消灯までの時間を変更したが、記録中か否かでＥＶＦを消灯させる接眼距離と消
灯までの時間を変更してもよい。記録中の方が、より表示パネル１０５が消灯させにくい
ようにする。さらに、再生モード、記録モードの記録待機中、記録モードの記録中の３つ
全てについての接眼距離と消灯までの時間の少なくとも一方を異ならせるようにしてもよ
い。消灯され難さの順を、消灯され難い方から記録モードの記録中、記録モードの記録待
機中、再生モードの順とする。
【００３７】
　なお、前述の動作モードは一例であり、他の動作モードであっても、各動作モードでの
使用方法を鑑みて、離眼後に表示パネル１０５を消灯され難くするかどうかを、各種閾値
を調整することによって異ならせてもよい。
　さらに、前述した例では、ＥＶＦ１０３の内部の表示パネル１０５の消灯に関する制御
について説明したが、光学式ファインダの内部の情報表示用の表示部材（液晶表示部材な
ど）に適用してもよい。
【００３８】
＜第２の実施形態＞
　以下、本発明の第２の実施形態における撮像装置の構成例について説明する。本発明の
第２の実施形態における撮像装置の構成（図２）及びシステム構成（図１）については、
第１の実施形態と同等のため説明を省略する。
【００３９】
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　以下、フローチャートを参照して、第２の実施形態の動作を説明する。
　図５は、第２の実施形態における撮像装置の動作を説明するフローチャートである。こ
の処理は、システム制御部１０１が、ＲＯＭ１１５に格納されたプログラムを、ＲＡＭ１
１６に読み出して実行することによって実現する。
【００４０】
　図５において、電源・モード切替スイッチ１０２によって電源が投入されると、Ｓ５０
１では、システム制御部１０１は、ＥＶＦ１０３の近接センサ１０４が検知した接眼距離
がＴｈ１（閾値１）以下であるか否かを判定する。接眼距離の閾値の例については、図４
を参照しながら説明した通りである。
　接眼距離がＴｈ１以下でない場合は、Ｓ５０１を繰り返す。接眼距離がＴｈ１以下の場
合は、Ｓ５０２へ進む。
【００４１】
　Ｓ５０２では、システム制御部１０１は、表示パネル１０５を点灯させる。
　Ｓ５０３では、システム制御部１０１は、バッテリー残量判別部１１４の情報により、
バッテリー残量が任意の閾値以下であるか否かを判定する。バッテリー残量が閾値以下の
場合はＳ５０４へ進む。バッテリー残量が閾値より大きい場合はＳ５１０へ進む。
　Ｓ５０４では、システム制御部１０１は、接眼距離がＴｈ１より大きいか否かを判定す
る。接眼距離がＴｈ１より大きい場合はＳ５０５へ進む。接眼距離がＴｈ１以下の場合は
Ｓ５０４を繰り返す。
【００４２】
　Ｓ５０５では、システム制御部１０１は、タイマー制御部１０７にて時間計測を開始す
る。
　Ｓ５０６では、システム制御部１０１は、接眼距離がＴｈ１より大きいか（Ｓ５０４以
来大きいままか）否かを判定する。接眼距離がＴｈ１より大きい場合はＳ５０７へ進む。
接眼距離がＴｈ１以下（すなわち、一度は眼がＴｈ１以上離れたが、５秒経過前に再び眼
がＴｈ１以内に近づいた）の場合はＳ５０３へ戻る。
【００４３】
　Ｓ５０７では、システム制御部１０１は、タイマー制御部１０７での計測時間が５ｓｅ
ｃより大きいか（Ｓ５０４で接眼距離がＴｈ１より大きくなってから５秒が経過したか）
否かを判定する。計測時間が５ｓｅｃより大きい場合（５秒超過した場合）はＳ５０８に
進む。計測時間が５ｓｅｃ以下の場合はＳ５０６に戻る。
【００４４】
　Ｓ５０８では、システム制御部１０１は、表示パネル１０５を消灯して非表示とする。
これによって電力消費、焼き付き、寿命劣化を防ぐことができる。
　Ｓ５０９では、システム制御部１０１は、電源がオフにされるなどの終了イベントがあ
ったか否かを判定する。終了イベントがあったと判定すると処理を終了し、終了イベント
が無かった場合にはＳ５０１に進んで処理を繰り返す。終了しない場合、再び接眼距離Ｔ
ｈ１より近づく接眼を検知した場合は表示パネル１０５を点灯して表示を再開する。
【００４５】
　Ｓ５１０では、システム制御部１０１は、接眼距離がＴｈ２より大きいか否かを判定す
る。接眼距離がＴｈ２より大きい場合はＳ５１１へ進む。接眼距離がＴｈ２以下の場合は
Ｓ５１０を繰り返す。
　Ｓ５１１では、システム制御部１０１は、タイマー制御部１０７にて時間計測を開始す
る。
　Ｓ５１２では、システム制御部１０１は、接眼距離がＴｈ２より大きいか（Ｓ５１０以
来大きいままか）否かを判定する。接眼距離がＴｈ２より大きい場合はＳ５１３へ進む。
接眼距離がＴｈ２以下（すなわち、一度は眼がＴｈ２以上離れたが、３０秒経過前に再び
眼がＴｈ２以内に近づいた）の場合はＳ５０３へ戻る。
【００４６】
　Ｓ５１３では、システム制御部１０１は、タイマー制御部１０７での計測時間が３０ｓ
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ｅｃより大きいか（Ｓ５１０で、接眼距離がＴｈ２より大きくなってから３０秒が経過し
たか）否かを判定する。計測時間が３０ｓｅｃより大きい場合はＳ５０８に進んで表示パ
ネル１０５を消灯する。計測時間が３０ｓｅｃ以下の場合はＳ５１２に戻る。
【００４７】
　このように、本実施形態によれば、バッテリー残量でＥＶＦを消灯させる接眼距離と消
灯までの時間を変えることにより、バッテリー残量が少ない場合はＥＶＦをより早く消灯
させ、消費電力の削減を図ることができ、撮影時間を延ばすことができる。
【００４８】
　より詳しくは、Ｓ５０４での接眼距離の閾値（Ｔｈ１）とＳ５１０の接眼距離の閾値（
Ｔｈ２）が異なり、Ｔｈ１の方が小さい。すなわち、バッテリー残量が所定値以下の場合
と所定値以上の場合とでは、所定値以下の方が接眼距離の閾値が小さい。これにより、バ
ッテリー残量が所定値以下の場合では、所定値以上の場合よりも、ＥＶＦ１０３から眼を
大きく離すと表示パネル１０５をより早く消灯させるようにしている。
【００４９】
　また、眼を離してから表示パネルを消灯するまでのタイマーの時間も、バッテリー残量
が所定値以下の時のＳ５０７（５秒）と所定値以上の時のＳ５１３（３０秒）では異なり
、バッテリー残量が所定値以下の方が短い。これによって、バッテリーの残量が少ない場
合は表示パネルをより早く消灯させるようにしている。
　なお、本実施形態では、接眼距離の閾値（Ｔｈ１とＴｈ２）及び接眼閾値を超えてから
消灯するまでのタイマー時間（５秒と３０秒）の双方を異ならせる例を説明したが、何れ
か一方のみを異ならせるようにしてもよい。すなわち、接眼距離の閾値とタイマー時間の
何れか一方は、バッテリー残量が少ない方が早く消灯させるように異ならせ、他方は同じ
とするようにしてもよい。
【００５０】
　なお、システム制御部１０１が行うものとして説明した制御は１つのハードウェアが行
ってもよいし、複数のハードウェアが処理を分担することで、装置全体の制御を行っても
よい。
　また、本発明をその好適な実施形態に基づいて詳述してきたが、本発明はこれら特定の
実施形態に限られるものではなく、この発明の要旨を逸脱しない範囲の様々な形態も本発
明に含まれる。さらに、上述した各実施形態は本発明の一実施形態を示すものにすぎず、
各実施形態を適宜組み合わせることも可能である。
【００５１】
　また、上述した実施形態においては、本発明をビデオカメラに適用した場合を例にして
説明したが、これはこの例に限定されず、接眼部への接眼を検知可能な接眼ファインダを
有する表示制御装置であれば適用可能である。すなわち、本発明は、一眼レフカメラ、電
子ビューダインダまたは情報表示が可能な表示器を備える光学ビューファインダを備える
デジタルカメラ、顕微鏡、望遠鏡、ゲーム機、ヘッドマウントディスプレイ、ゲーム機な
どに適用可能である。
【００５２】
（その他の実施形態）
　本発明は、前述の実施形態の１以上の機能を実現するプログラムを、ネットワーク又は
記憶媒体を介してシステム又は装置に供給し、そのシステム又は装置のコンピュータにお
ける１つ以上のプロセッサーがプログラムを読出し実行する処理でも実現可能である。ま
た、１以上の機能を実現する回路（例えば、ＡＳＩＣ）によっても実現可能である。
【符号の説明】
【００５３】
１０１　システム制御部
１０２　電源・モード切替スイッチ
１０３　ＥＶＦ
１０４　近接センサ
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１０５　表示パネル
１０６　接眼距離判別部
１０７　タイマー制御部
１０８　バッテリー
１０９　電源回路
１１０　デジタル信号処理部
２０１　カメラ本体
２０２　レンズ

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】
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