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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　フォーカスレンズと、ズームレンズと、焦点検出手段と、前記焦点検出手段より得られ
る焦点検出結果に基づき前記フォーカスレンズを駆動する自動合焦手段と、を備えたレン
ズ装置であって、
　前記レンズ装置により形成された光学像が撮像された撮影画像に、前記自動合焦手段に
より合焦させる焦点検出範囲と、前記焦点検出結果から演算される合焦度と、を含む合焦
情報を重ねて表示できる表示部に対して、前記合焦情報を出力する合焦情報出力部と、
　少なくとも前記レンズ装置の焦点距離が変化したか否かを含む判定条件に基づいて、前
記合焦情報を前記表示部へ表示するか否かを判定する表示判定手段と、
を有し、
　前記合焦情報出力部は、前記表示判定手段による判定結果に基づき前記合焦情報を表示
するための信号を前記表示部に対して出力する、
ことを特徴とするレンズ装置。
【請求項２】
　フォーカスレンズと、焦点検出手段と、前記焦点検出手段より得られる焦点検出結果に
基づき前記フォーカスレンズを駆動する自動合焦手段と、エクステンダー機構と、を備え
たレンズ装置であって、
　前記レンズ装置により形成された光学像が撮像された撮影画像に、前記自動合焦手段に
より合焦させる焦点検出範囲と、前記焦点検出結果から演算される合焦度と、を含む合焦
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情報を重ねて表示できる表示部に対して、前記合焦情報を出力する合焦情報出力部と、
　少なくとも光路に位置するエクステンダーレンズが変化したか否かを含む判定条件に基
づいて、前記合焦情報を前記表示部へ表示するか否かを判定する表示判定手段と、
を有し、
　前記合焦情報出力部は、前記表示判定手段による判定結果に基づき前記合焦情報を表示
するための信号を前記表示部に対して出力する、
ことを特徴とするレンズ装置。
【請求項３】
　フォーカスレンズと、焦点検出手段と、前記焦点検出手段より得られる焦点検出結果に
基づき前記フォーカスレンズを駆動する自動合焦手段と、パン動作及びチルト動作をする
ための手段と、を備えたレンズ装置であって、
　前記レンズ装置により形成された光学像が撮像された撮影画像に、前記自動合焦手段に
より合焦させる焦点検出範囲と、前記焦点検出結果から演算される合焦度と、を含む合焦
情報を重ねて表示できる表示部に対して、前記合焦情報を出力する合焦情報出力部と、
　パン動作したか否か及びチルト動作したか否かの少なくともいずれかを含む判定条件に
基づいて、前記合焦情報を前記表示部へ表示するか否かを判定する表示判定手段と、
を有し、
　前記合焦情報出力部は、前記表示判定手段による判定結果に基づき前記合焦情報を表示
するための信号を前記表示部に対して出力する、
ことを特徴とするレンズ装置。
【請求項４】
　前記表示判定手段は、合焦した場合に、前記合焦情報を前記表示部へ表示しないと判定
する、ことを特徴とする請求項１乃至３のいずれか１項に記載のレンズ装置。
【請求項５】
　前記条件設定手段は、レンズ装置の機能情報を表示、または設定可能なレンズ機能情報
表示手段である、ことを特徴とする請求項１乃至４のいずれか１項に記載のレンズ装置。
【請求項６】
　フォーカスレンズと、ズームレンズと、焦点検出手段と、前記焦点検出手段より得られ
る焦点検出結果に基づき前記フォーカスレンズを駆動する自動合焦手段と、を有するレン
ズ装置と、
　前記レンズ装置を操作するための操作装置と、
　前記レンズ装置と着脱可能に接続し、前記レンズ装置により形成された光学像が被写体
像を撮像する撮像部と、前記自動合焦手段により合焦させる焦点検出範囲と、前記焦点検
出結果から演算される合焦度と、を含む合焦情報を前記撮像部で得られた撮影画像に重ね
て表示できる表示部とを有するカメラ装置と、
を備える撮像装置であって、
　前記表示部に対して、前記合焦情報を出力する合焦情報出力部と、
　少なくともレンズ装置の焦点距離が変化したか否かを含む判定条件に基づいて、前記合
焦情報を前記表示部へ表示するか否かを判定する表示判定手段と、
を備え、
　前記合焦情報出力部は、前記表示判定手段による判定結果に基づいて、前記合焦情報を
表示するための信号を前記表示部に対して出力する、
ことを特徴とする撮像装置。
【請求項７】
　フォーカスレンズと、ズームレンズと、焦点検出手段と、前記焦点検出手段より得られ
る焦点検出結果に基づき前記フォーカスレンズを駆動する自動合焦手段と、エクステンダ
ー機構と、を有するレンズ装置と、
　前記レンズ装置を操作するための操作装置と、
　前記レンズ装置と着脱可能に接続し、前記レンズ装置により形成された光学像が被写体
像を撮像する撮像部と、前記自動合焦手段により合焦させる焦点検出範囲と、前記焦点検
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出結果から演算される合焦度と、を含む合焦情報を前記撮像部で得られた撮影画像に重ね
て表示できる表示部とを有するカメラ装置と、
を備える撮像装置であって、
　前記表示部に対して、前記合焦情報を出力する合焦情報出力部と、
　少なくとも光路に位置するエクステンダーレンズが変化したか否かを含む判定条件に基
づいて、前記合焦情報を前記表示部へ表示するか否かを判定する表示判定手段と、
を備え、
　前記合焦情報出力部は、前記表示判定手段による判定結果に基づいて、前記合焦情報を
表示するための信号を前記表示部に対して出力する、
ことを特徴とする撮像装置。
【請求項８】
　フォーカスレンズと、ズームレンズと、焦点検出手段と、前記焦点検出手段より得られ
る焦点検出結果に基づき前記フォーカスレンズを駆動する自動合焦手段と、パン及びチル
ト動作をするための手段と、を有するレンズ装置と、
　前記レンズ装置を操作するための操作装置と、
　前記レンズ装置と着脱可能に接続し、前記レンズ装置により形成された光学像が被写体
像を撮像する撮像部と、前記自動合焦手段により合焦させる焦点検出範囲と、前記焦点検
出結果から演算される合焦度と、を含む合焦情報を前記撮像部で得られた撮影画像に重ね
て表示できる表示部とを有するカメラ装置と、
を備える撮像装置であって、
　前記表示部に対して、前記合焦情報を出力する合焦情報出力部と、
　パン動作したか否か及びチルト動作したか否かの少なくともいずれかを含む判定条件に
基づいて、前記合焦情報を前記表示部へ表示するか否かを判定する表示判定手段と、
を備え、
　前記合焦情報出力部は、前記表示判定手段による判定結果に基づいて、前記合焦情報を
表示するための信号を前記表示部に対して出力する、
ことを特徴とする撮像装置。
【請求項９】
　前記操作装置は、前記表示部に前記合焦情報を常時表示、常時非表示、及び、条件に応
じて表示、のいずれかに設定する表示モード設定手段を有し、
　前記表示判定手段は、前記表示モード設定手段が条件に応じて表示の設定になっている
ときのみ機能する、ことを特徴とする請求項６乃至８のいずれか１項に記載の撮像装置。
【請求項１０】
　前記カメラ装置は、撮影画像の前記焦点検出範囲の輝度を検出する輝度検出手段を有し
、
　前記表示判定手段は、前記輝度検出手段により検出された輝度情報が変化した場合に、
前記合焦情報を前記表示部へ表示すると判定する、ことを特徴とする請求項６乃至９のい
ずれか１項に記載の撮像装置。
【請求項１１】
　前記表示判定手段は、前記カメラ装置のアスペクト比が変化した場合に、前記合焦情報
を前記表示部へ表示すると判定する、ことを特徴とする請求項６乃至１０のいずれか１項
に記載の撮像装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、テレビレンズ、ビデオレンズ等の光学機器に関し、特にレンズ装置、カメラ
装置からなる撮像装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　テレビ撮影に用いられる撮影システムは、テレビレンズ（以下、レンズ装置）とテレビ
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カメラ（以下、カメラ装置）から構成されている。レンズ装置は、撮影者自らの操作によ
りフォーカスレンズを動かすマニュアルフォーカス機能と、ＣＣＤ等の撮像素子からの映
像信号を用いて被写体に合焦させるようフォーカスレンズを動かすオートフォーカス機能
が知られている。カメラ装置は、現在撮影されているリアルタイムの映像を表示するモニ
タ（ビューファインダ）が設置されている。オートフォーカス機能を備えたレンズ装置は
、接続されたコントローラからの指示により、オートフォーカス機能に関する情報をカメ
ラ装置に出力し、出力された情報をカメラ側で被写体映像に重畳させてビューファインダ
に表示することが可能となっている。オートフォーカス機能に関する情報の一例として、
撮像範囲中の焦点を検出する範囲を示す焦点検出範囲や、合焦の度合いを示す合焦度があ
る。本明細書では、これらオートフォーカス機能に関する情報をオートフォーカス情報と
称する。
【０００３】
　撮影者は、撮影中にビューファインダにて、オートフォーカス情報を容易に確認できる
。しかし、表示指示手段のないコントローラを使用する場合は、オートフォーカス情報の
表示ができない。
【０００４】
　従来、コントローラに依存せず、オートフォーカス情報表示を行う技術が必要であった
。
　例えば、特許文献１ではコントローラに表示指示手段がないと判断した時、オートフォ
ーカス情報をカメラに出力することで、出力した情報を表示する技術が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００９－１９４５２３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、上述の特許文献に開示された従来技術では、オートフォーカス情報を表
示させたくない場合においても常に表示させてしまうため、不要な時に消せないという課
題がある。本来、ビューファインダは現在撮影されている被写体映像をリアルタイムに表
示するものであり、焦点検出範囲や合焦度のように、被写体映像に重畳して表示する情報
を常時表示していると、撮影状況によっては煩わしさを感じることがある。また、コント
ローラに表示切替えＳＷを備えたものもあるが、テレビ撮影の様にシビアな操作を要求さ
れる撮影状況では、表示切替えよりも画角合わせやフォーカス合わせに集中したい場合も
ある。さらに、上述したように、コントローラには表示切替えSWを備えていない場合もあ
るため、オートフォーカス動作状態や被写体の状態により表示するか否かを判断し、必要
な時は表示し、不要な時は非表示にするよう自動で切り替えることが望ましい。
【０００７】
　そこで、本発明の目的は、撮影者に煩わしさを感じさせることなく、適時適用にオート
フォーカス情報を表示することを可能にした撮像装置を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記目的を達成するために、本発明のレンズ装置は、フォーカスレンズと、ズームレン
ズと、焦点検出手段と、前記焦点検出手段より得られる焦点検出結果に基づき前記フォー
カスレンズを駆動する自動合焦手段と、を備えたレンズ装置であって、前記レンズ装置に
より形成された光学像が撮像された撮影画像に、前記自動合焦手段により合焦させる焦点
検出範囲と、前記焦点検出結果から演算される合焦度と、を含む合焦情報を重ねて表示で
きる表示部に対して、前記合焦情報を出力する合焦情報出力部と、少なくとも前記レンズ
装置の焦点距離が変化したか否かを含む判定条件に基づいて、前記合焦情報を前記表示部
へ表示するか否かを判定する表示判定手段と、を有し、前記合焦情報出力部は、前記表示
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判定手段による判定結果に基づき合焦情報を表示するための信号を前記表示部に対して出
力する、ことを特徴とする。
　また、本発明の他の態様に係るレンズ装置は、フォーカスレンズと、焦点検出手段と、
前記焦点検出手段より得られる焦点検出結果に基づき前記フォーカスレンズを駆動する自
動合焦手段と、エクステンダー機構と、を備えたレンズ装置であって、前記レンズ装置に
より形成された光学像が撮像された撮影画像に、前記自動合焦手段により合焦させる焦点
検出範囲と、前記焦点検出結果から演算される合焦度と、を含む合焦情報を重ねて表示で
きる表示部に対して、前記合焦情報を出力する合焦情報出力部と、少なくとも光路に位置
するエクステンダーレンズが変化したか否かを含む判定条件に基づいて、前記合焦情報を
前記表示部へ表示するか否かを判定する表示判定手段と、を有し、前記合焦情報出力部は
、前記表示判定手段による判定結果に基づき前記合焦情報を表示するための信号を前記表
示部に対して出力する、ことを特徴とする。
　また、本発明の他の態様に係るレンズ装置は、フォーカスレンズと、焦点検出手段と、
前記焦点検出手段より得られる焦点検出結果に基づき前記フォーカスレンズを駆動する自
動合焦手段と、パン動作及びチルト動作をするための手段と、を備えたレンズ装置であっ
て、前記レンズ装置により形成された光学像が撮像された撮影画像に、前記自動合焦手段
により合焦させる焦点検出範囲と、前記焦点検出結果から演算される合焦度と、を含む合
焦情報を重ねて表示できる表示部に対して、前記合焦情報を出力する合焦情報出力部と、
パン動作したか否か及びチルト動作したか否かの少なくともいずれかを含む判定条件に基
づいて、前記合焦情報を前記表示部へ表示するか否かを判定する表示判定手段と、を有し
、前記合焦情報出力部は、前記表示判定手段による判定結果に基づき前記合焦情報を表示
するための信号を前記表示部に対して出力する、ことを特徴とする。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明によれば、撮影者に煩わしさを感じさせることなく、適時適用にオートフォーカ
ス情報を表示することを可能にした撮像装置を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本発明の実施例１の構成を表すブロック図である。
【図２】本発明のオートフォーカス動作モードを示す図である。
【図３】本発明の合焦表示方法を示す図である。
【図４】本発明の実施例１の撮影状況をビューファインダから見た図である。
【図５】本発明の実施例１のフローチャートである。
【図６】本発明の実施例２の構成を表すブロック図である。
【図７】本発明の実施例２の撮影状況をビューファインダから見た図である。
【図８】本発明の実施例２のズーム動作時のフローチャートである。
【図９】本発明の実施例２のチルト時のフローチャートである。
【図１０】本発明の実施例３の構成を表すブロック図である。
【図１１】本発明の実施例３で用いる表示判定選択部の一例である。
【図１２】本発明の実施例３で用いるオートフォーカス情報の表示方法を示した図である
。
【図１３】本発明の実施例３のフローチャートである。
【図１４】本発明の実施例３の撮影状況をビューファインダから見た図である。
【図１５】本発明の実施例３のオートフォーカス動作時のフローチャートである。
【図１６】本発明の実施例３のズーム動作時のフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下に、本発明の好ましい実施の形態を、添付の図面に基づいて詳細に説明する。
【実施例１】
【００１２】
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　以下、図１～５を参照して、本発明の第１の実施例による、撮像装置について説明する
。
　図１は本実施例の撮影システムの機能ブロック図である。本発明の撮像装置は、レンズ
装置１００、レンズ装置１００と着脱可能に接続されたカメラ装置２００、フォーカス操
作装置３００から構成される。
【００１３】
　レンズ装置１００は、主として、物体距離を変化させるフォーカスレンズ１０１、焦点
距離を変化させるズームレンズ１０２、光量を調整するアイリス１０３、演算部１１０、
記憶部１１１、通信部１１２、位相差検出部１１３、焦点検出範囲表示判定部１１４、合
焦度表示判定部１１５から構成される。
【００１４】
　フォーカスレンズ１０１には、フォーカスレンズ１０１を駆動するフォーカス駆動部１
０４、フォーカスレンズ１０１の位置を検出するフォーカス位置検出部１０５が接続され
ており、ズームレンズ１０２には、ズームレンズ１０２を駆動するズーム駆動部１０６、
ズームレンズ１０２の位置を検出するズーム位置検出部１０７が接続されている。又、ア
イリス１０３には、アイリス１０３を駆動するアイリス駆動部１０８、アイリス１０３の
位置を検出するアイリス位置検出部１０９が接続されている。フォーカス位置検出部１０
５、ズーム位置検出部１０７、アイリス位置検出部１０９はエンコーダ、又はポテンショ
メータ等で構成される。ズーム位置検出部１０７のエンコーダは、ズームレンズ１０２の
駆動に伴い、パルス信号を演算部１１０に出力する。
【００１５】
　演算部１１０は、フォーカスレンズ１０１を駆動するためにフォーカス駆動部１０４に
駆動信号を出力する。同様に、ズームレンズ１０２を駆動するためにズーム駆動部１０６
に駆動信号を出力し、アイリス１０３を駆動するためにアイリス駆動部１０８に駆動信号
を出力する。また、フォーカスレンズ１０１やズームレンズ１０２の駆動情報を、焦点検
出範囲表示判定部１１４と合焦度表示判定部１１５に出力し、焦点検出範囲表示判定部１
１４と合焦度表示判定部１１５から入力した判定結果を通信部１１２に出力する。
　記憶部１１１はメモリである。
【００１６】
　通信部１１２（合焦情報出力部）は、カメラ装置２００、フォーカス操作装置３００と
通信を行い、演算部１１０からの入力をカメラ装置２００に送信し、カメラ装置２００か
らの入力を演算部１１０に出力する。また、演算部１１０からのフォーカスレンズ位置信
号をフォーカス操作装置３００に出力し、フォーカス操作装置３００からのフォーカスレ
ンズ駆動信号を演算部１１０に出力する。
【００１７】
　焦点検出手段である位相差検出部１１３は位相差センサであり、検出した位相差データ
（焦点検出結果）を演算部１１０に出力する。位相差検出部１１３、フォーカスレンズ１
０１、フォーカス駆動部１０４、フォーカス位置検出部１０５、演算部１１０によって、
自動合焦手段（ＡＦ手段）が構成される。
【００１８】
　焦点検出範囲表示判定部１１４は、演算部１１０からの入力情報から、オートフォーカ
ス機能により合焦させる焦点検出範囲を表示する枠を表示するか否かを判定し、判定結果
を演算部１１０に出力する。
【００１９】
　合焦度表示判定部１１５は、演算部１１０からの入力情報から、合焦度を表示するか否
かを判定し、判定結果を演算部１１０に出力する。
　カメラ装置２００は、通信部２０１、演算部２０２、センサ２０３、映像合成部２０４
、表示部２０５、輝度検出部２０６から構成される。
【００２０】
　通信部２０１は、レンズ装置１００と通信を行い、レンズ装置１００からの入力を演算
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部２０２に出力し、演算部２０２からの入力をレンズ装置１００に出力する。演算部２０
２は、通信部２０１からのオートフォーカス情報を映像合成部２０４に出力し、輝度検出
部２０６からの輝度情報を通信部２０１に出力する。センサ２０３は撮像部であり、レン
ズ装置１００により形成された光学像を撮像した映像信号（撮影画像）を映像合成部２０
４に出力する。映像合成部２０４は、センサ２０３からの映像信号と、演算部２０２から
のオートフォーカス情報を合成し、表示部２０５に出力する。表示部２０５は、撮影して
いる被写体映像をリアルタイムに表示する表示部であり、映像合成部２０４からの映像信
号を表示する。輝度検出部２０６は、センサ２０３より輝度情報を検出し、輝度情報を演
算部２０２に出力する。
【００２１】
　フォーカス操作装置３００は、通信部３０１、演算部３０２、ＡＦ動作モード設定ＳＷ
３０３、ＡＦ動作ＳＷ３０４、操作部３０５から構成される。通信部３０１は、レンズ装
置１００と通信を行う。レンズ装置１００からの入力を演算部３０２に出力し、演算部３
０２からの入力をレンズ装置１００に出力する。演算部３０２は、ＡＦ動作ＳＷ３０４、
操作部３０５からの入力情報や通信部３０１からの入力を基に演算し、演算結果を通信部
３０１に出力する。ＡＦ動作モード設定ＳＷ３０３はオートフォーカス機能の動作モード
（以下、オートフォーカス動作モード）を設定可能なスイッチである。オートフォーカス
動作モードは後に説明する。ＡＦ動作ＳＷ３０４は、オートフォーカス機能のＯＮ／ＯＦ
Ｆを切替えるスイッチである。操作部３０５は、ユーザがフォーカスレンズの駆動を操作
することが可能な操作部であり、ユーザから入力があると演算部３０２にフォーカスレン
ズ駆動信号を演算部３０２に出力する。
【００２２】
　図２は、レンズ装置１００に備えたオートフォーカス動作モードを示した表である。図
２に示す様に、モードＡは撮影中、常にオートフォーカス動作するモードである。モード
Ｂはフォーカス操作装置３００のＡＦ動作ＳＷ３０４をＯＮにしたときにオートフォーカ
ス動作するモードである。モードＣはオートフォーカス動作させないモードである。オー
トフォーカス動作モードは、フォーカス操作装置３００のＡＦ動作モード設定ＳＷ３０３
にて切替え可能であり、本実施例ではモードＢに設定されているものとする。
【００２３】
　図３は、本実施例で用いる合焦度表示の表示方法を示したものである。図示する様に合
焦状態では「０」、至近側に焦点がずれている時は「＋」、大きく至近側にずれている時
は「＋＋」と表示する。無限側にずれている時は「－」、大きく無限側にずれている時は
「－－」と表示する。
【００２４】
　図４は、本実施例の撮影状況を、カメラ装置２００の表示部２０５から見た図である。
図中、４１は表示部外枠、４２は表示部、４３は合焦度表示、４４は焦点検出範囲表示を
示す。合焦度表示４３は、図３に示した表示方法に従って表示した合焦度表示である。焦
点検出範囲４４は、オートフォーカス機能の適用範囲を示しており、焦点検出範囲４４中
の焦点検出を行う。図４(a)～(c)は後に説明する。
【００２５】
　図５に、本実施例におけるレンズ装置１００のフローチャートを示す。撮影状況は、カ
メラ装置２００の表示部２０５が、図４(a)に示す非合焦時の状態とする。
【００２６】
　ステップＳ５０１でフォーカス操作装置３００のＡＦ動作ＳＷ３０４がＯＮになると、
ステップＳ５０２に進む。ステップＳ５０２では、焦点検出範囲表示判定部１１４で、フ
ォーカス操作装置３００のＡＦ動作ＳＷ３０４の状態を判断し、ＯＮであれば焦点検出範
囲を表示する必要があるのでステップＳ５０３に進み、ＯＮでなければ焦点検出範囲を表
示する必要はないのでステップＳ５０８に進む。
【００２７】
　ステップＳ５０３では、焦点検出範囲をカメラ装置２００の表示部２０５に表示するよ
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う通信部１１２からカメラ装置２００の通信部２０１に信号を出力し、ステップＳ５０４
に進む。この時点で、カメラ装置２００の表示部２０５には、図４(b)に示すようにオー
トフォーカス動作で使用される焦点検出範囲が表示された状態となる。ステップＳ５０４
では、オートフォーカス動作させ、ステップＳ５０５に進む。ステップＳ５０５では、合
焦度表示判定部１１５で、被写体が合焦しているか否か判断し、合焦していればステップ
Ｓ５０６に進み、そうでなければステップＳ５０７に進む。
【００２８】
　ステップＳ５０６では、一定時間が経過したか否かを判断し、一定時間が経過していれ
ばステップＳ５０８に進み、一定時間が経過していなければステップＳ５０６に進む。
　ステップＳ５０７では、合焦度表示を更新し、ステップＳ５０２に戻る。合焦度は常時
更新し、更新した合焦度を表示するよう通信部１１２からカメラ装置２００の通信部２０
１に信号を出力する。ステップＳ５０８では、合焦度を非表示とするよう通信部１１２か
らカメラ装置２００の通信部２０１に信号を出力し、ステップＳ５０９に進む。ステップ
Ｓ５０９では、焦点検出範囲を非表示とするよう通信部１１２からカメラ装置２００の通
信部２０１に信号を出力し、ステップＳ５１０に進む。この時点でカメラ装置２００の表
示部２０５は、図４（ｃ）の合焦状態となる。ステップＳ５１０では、オートフォーカス
動作を終了する。
【００２９】
　以上より、レンズ装置がオートフォーカス動作状態や合焦状態から、オートフォーカス
情報を表示部２０５に表示するか否かを判定し、判定結果に従ってカメラ装置にオートフ
ォーカス情報を出力することで、操作装置に依存せず、撮影状況に応じたオートフォーカ
ス情報の表示制御を可能にした。本実施例では、図２に示すモードＢで適用したが、オー
トフォーカス動作モード（Ａ／Ｂ／Ｃ）に限らず、オートフォーカスの動作中に適用して
も良い。また、条件を満たした後、一定時間の経過でオートフォーカス情報を非表示とし
たが、一定時間の設定を０、すなわち、合焦後は時間の経過を待たずにオートフォーカス
情報を消すようにしても良い。さらに、合焦度表示を焦点検出範囲表示と同様にオートフ
ォーカス動作中のみ表示させるようにする等、焦点検出範囲と合焦度表示の表示切替えの
組み合わせを、本実施例の形態に限らず変えても良い。
【００３０】
　本実施例によれば、オートフォーカス動作状態や合焦状態に基づいて、オートフォーカ
ス情報の表示制御が可能となり、運用性の向上が図られる。
【実施例２】
【００３１】
　以下、図２、６～９を参照して、本発明の第２の実施例による、撮像装置について説明
する。実施例１と同一の機能構成は、同一の符号を付し、説明は省略する。
【００３２】
　図６は本実施例の撮影システムの機能ブロック図である。実施例１で用いた図１と比較
し、レンズ装置１００に三脚４００が接続されている点が異なり、レンズ装置１００の通
信部１１２は、三脚４００との通信を行う点が追加されている。
【００３３】
　三脚４００は、通信部４０１、演算部４０２、パン検出部４０３、チルト検出部４０４
から構成される。通信部４０１は、レンズ装置１００と通信を行い、レンズ装置１００か
らの入力情報を演算部４０２に出力し、演算部４０２からの入力情報をレンズ装置１００
に出力する。演算部４０２は、パン検出部４０３、チルト検出部４０４からの入力情報を
通信部４０１に出力する。パン検出部４０３は、パン動作を検出し、パン情報を演算部４
０２に出力する。チルト検出部４０４は、チルト動作を検出し、チルト情報を演算部４０
２に出力する。
【００３４】
　オートフォーカス動作モードは、実施例１と同様にフォーカス操作装置３００のＡＦ動
作モード設定ＳＷ３０３にて切替え可能であり、本実施例では図２中に示すモードＡ（常
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にオートフォーカス動作する）に設定されているものとする。
【００３５】
　図７は、本実施例の撮影状況を、カメラ装置２００の表示部２０５から見た図である。
図７（ａ）～（ｅ）は時系列になっており、詳細は後に説明する。
【００３６】
　図８は、本実施例におけるズーム操作がある場合のレンズ装置１００のフローチャート
である。撮影状況は、カメラ装置２００の表示部２０５が図７（ａ）の状態から、ズーム
レンズを動作させた場合である。ステップＳ８０１で、ズーム操作されると、ステップＳ
８０２に進む。ステップＳ８０２では、焦点検出範囲を表示するよう通信部１１２からカ
メラ装置２００の通信部２０１に信号を出力し、ステップＳ８０３に進む。この時点でカ
メラ装置２００の表示部２０５は図７（ｂ）の状態となる。ステップＳ８０３では、ズー
ムレンズ位置検出部１０７からズームレンズ位置情報を取得し、ステップＳ８０４に進む
。ステップＳ８０４では、ズームレンズの位置に変化がないか否かを判断し、変化がなけ
ればステップＳ８０５に進み、変化があればステップＳ８０２に戻り変更されたズーム位
置の画面に対して焦点検出範囲を再度表示するよう通信部１１２からカメラ装置２００の
通信部２０１に信号を出力する。
【００３７】
　ステップＳ８０５では、一定時間経過したか否かを判断し、一定時間経過していればス
テップＳ８０６に進み、まだ一定時間が経過していなければステップＳ８０３に戻りズー
ム位置情報を再度取得する。ステップＳ８０６では、焦点検出範囲表示を非表示とするよ
う通信部１１２からカメラ装置２００の通信部２０１に信号を出力し、ステップＳ８０７
に進み処理を終了する。この時点でカメラ装置２００の表示部２０５は図７(c)の状態と
なる。
【００３８】
　図９は、本実施例においてチルト操作がある場合のレンズ装置１００のフローチャート
である。撮影状況は、カメラ装置２００の表示部２０５が図７(c)の状態から、三脚によ
りチルトさせた場合である。
【００３９】
　ステップＳ９０１でチルト操作されると、ステップＳ９０２に進む。ステップＳ９０２
で、焦点検出範囲表示を表示するよう通信部１１２からカメラ装置２００の通信部２０１
に信号を出力し、ステップＳ９０３に進む。この時点でカメラ装置２００の表示部２０５
は図７（ｄ）の状態となる。ステップＳ９０３では、チルト検出部４０４からのチルト情
報を取得し、ステップＳ９０４に進む。ステップＳ９０４では、取得したチルト情報に変
化があるか否かを判断し、チルト情報に変化がなければステップＳ９０５に進み、チルト
情報に変化があればステップＳ９０２に戻り焦点検出範囲を再度表示するよう通信部１１
２からカメラ装置２００の通信部２０１に信号を出力する。ステップＳ９０５では、一定
時間が経過したか否かを判断し、一定時間が経過していればステップＳ９０６に進み、一
定時間経過していなければステップＳ９０３に戻りチルト情報を取得する。ステップＳ９
０６では、焦点検出範囲を非表示にするよう通信部１１２からカメラ装置２００の通信部
２０１に信号を出力し、ステップＳ９０７に進み処理を終了する。この時点でカメラ装置
２００の表示部２０５は図７（ｅ）の状態となる。
【００４０】
　以上より、レンズ装置のズームレンズ位置やチルト情報の変化から、焦点検出範囲表示
を表示するか判定し、判定結果に応じてカメラ装置にオートフォーカス情報を出力するこ
とで、操作装置に依存せず、撮影状況に応じたオートフォーカス情報の表示制御を可能に
した。本実施例では、ズームレンズ位置の変化とチルト情報の変化を判定条件にしたが、
これに限らず、パン情報の変化、オートフォーカスの評価値の変化、アスペクト比の変化
、エクステンダー機構を有する場合の光路に挿入されるエクステンダーレンズの変化、撮
影画像の焦点検出範囲内の輝度の変化等の情報から表示判定させるようにしても良い。ま
た、本実施例においては、焦点検出範囲の表示／非表示について説明したが、合焦度につ
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いても同様に表示／非表示を制御するようにしても良い。さらに、図２に示したモードＢ
（ＡＦ動作ＳＷ３０４がＯＮの時にオートフォーカスを動作させる）で用いても良い。
【００４１】
　本実施例によれば、ズーム動作状態やパン・チルト情報に基づいて、オートフォーカス
情報の表示制御が可能となり、運用性の向上が図られる。
【実施例３】
【００４２】
　以下、図２、１０～１３を参照して、本発明の第３の実施例による、撮像装置について
説明する。実施例１、２と同一の機能構成は、同一の符号を付し、説明は省略する。
【００４３】
　図１０は本実施例の撮影システムの機能ブロック図である。実施例２で用いた図６と比
較し、レンズ装置１００が表示判定選択部１１６（条件設定手段）を有する点、フォーカ
ス操作装置３００が表示モードＳＷ３０６（表示モード設定手段）を有する点が異なる。
表示判定選択部１１６は、ユーザが操作可能なインターフェースを有する設定部であり、
オートフォーカス情報を表示する判定条件を選択する。詳細は図１１で説明する。フォー
カス操作装置３００の表示モードＳＷ３０６は、オートフォーカス情報の表示／非表示の
モードを切替えるスイッチであり、詳細は図１２で説明する。
【００４４】
　オートフォーカス動作モードは、実施例１、２と同様にフォーカス操作装置３００のＡ
Ｆ動作モード設定ＳＷ３０３にて切替え可能であり、本実施例では図２中に示すモードＢ
（ＡＦ動作ＳＷ３０４がＯＮの時にオートフォーカスを動作させる）に設定されているも
のとする。
【００４５】
　図１１は、表示判定選択部１１６の一例である。図１１（ａ）は、表示判定選択部１１
６の表示例を、図１１（ｂ）は、（ａ）に示した表示判定選択部１１６の表示の各項目の
詳細を示したものである。ユーザは、各条件に対して有効（ＯＮ）／無効（ＯＦＦ）を設
定することが可能であり、合焦範囲表示判定部１１４、合焦度表示判定部１１５は、表示
判定選択部１１６でＯＮに設定された条件をオートフォーカス情報の表示／非表示の判定
に用いる。
【００４６】
　図１２は、表示モードＳＷ３０６の設定内容を示したものである。本実施例では設定数
３である。ＯＮ設定では、合焦範囲表示と合焦度表示が共に常時表示されている状態であ
り、ＯＦＦ設定では、合焦範囲表示と合焦度表示が共に常時非表示の状態である。Situat
ion設定においては、焦点検出範囲表示判定部１１４、合焦度表示判定部１１５、表示判
定選択部１１６が機能し、条件に応じて合焦範囲表示と合焦度表示が表示或いは非表示と
なる。本実施例ではSituation設定であるとする。
【００４７】
　図１３は、本実施例におけるレンズ装置１００のフローチャートである。
　まずステップＳ１３０１で電源がＯＮとなると、ステップＳ１３０２に進む。ステップ
Ｓ１３０２では、記憶部１１１より表示判定選択部１１６にてＯＮに設定された設定項目
を読み出して、ステップＳ１３０３に進む。ステップＳ１３０３では、ステップＳ１３０
２で読み出した設定条件の状態、例えば、ズームが動作したか否か等、図１１（ｂ）の設
定がＯＮである項目の詳細欄に記載されている状態、を取得し、ステップＳ１３０４に進
む。ステップＳ１３０４では、ステップＳ１３０３で取得した全ての状態を論理演算し、
ステップＳ１３０５に進む。ステップＳ１３０５では、ステップＳ１３０４で演算した結
果から条件を満たすか否かを判断し、条件を満たせばステップＳ１３０６に進み、条件を
満たさなければステップＳ１３０７に進む。ステップＳ１３０６では、焦点検出範囲と合
焦度を表示するよう通信部１１２からカメラ装置２００の通信部２０１に信号を出力して
、ステップＳ１３０８に進む。
【００４８】



(11) JP 5926492 B2 2016.5.25

10

20

30

40

50

　ステップＳ１３０７では、焦点検出範囲と合焦度を非表示とするよう通信部１１２から
カメラ装置２００の通信部２０１に信号を出力して、ステップＳ１３０８に進む。ステッ
プＳ１３０８では、電源の状態を判断し、電源がＯＦＦであればステップＳ１３０９に進
み処理を終了し、ＯＮであればステップＳ１３０２に戻る。
【００４９】
　以上より、オートフォーカス情報表示を判定する条件をユーザが任意で選択可能にする
ことで、操作装置に依存せず、撮影状況に応じたオートフォーカス情報の表示制御を可能
にした。これに限らず、オートフォーカス情報表示を、撮影状況により表示する表示判定
項目と、非表示にする非表示判定項目をそれぞれ備えて設定可能とし、設定に従って表示
制御するようにしてもよい。図１１に示した表示判定選択部１１６は、例えば、レンズ装
置１００の機能情報を表示し、機能を選択して設定する機能を有する手段（レンズ機能情
報表示手段）の機能を利用して実現してもよいし、個別に設けたスイッチによって実現し
てもよい。
【００５０】
　本実施例においては、焦点検出範囲の表示と合焦度の表示に対して、図１１に示した表
示判定選択部の設定条件を共通で使用する場合を例示したが、本発明はこれに限定される
ことはない。焦点検出範囲の表示に対する設定条件と、合焦度の表示に対する設定条件を
独立して設定可能である構成であっても本発明の効果を得ることができる。すなわち、合
焦範囲表示や合焦度表示等の合焦情報を「常時表示」、「常時非表示」、「条件に応じて
表示」のいずれかへの設定に応じて、全ての合焦情報の表示／非表示の条件を設定しても
良いし、合焦情報ごとに個別に「常時表示」、「常時非表示」、「条件に応じて表示」の
いずれかを設定できるようにしてもよい。「常時部分的な合焦情報の表示（常時部分非表
示）」や「一部の合焦情報のみ条件に応じて表示」などとしてもよい。
【００５１】
　本実施例によれば、撮影者が選択した条件に基づいて、オートフォーカス情報の表示制
御が可能となり、運用性の向上が図られる。
【実施例４】
【００５２】
　以下、図２、１０～１２、１４～１６を参照して、本発明の第４の実施例による、撮像
装置について説明する。実施例１～３と同一の機能構成は、同一の符号を付し、説明は省
略する。
【００５３】
　本実施例のシステムの機能ブロック図は、実施例３と同様に図１０で示される。
　オートフォーカス動作モードは、実施例１～３と同様にフォーカス操作装置３００のＡ
Ｆ動作モード設定ＳＷ３０３にて切替え可能であり、本実施例では図２中に示すモードＡ
に設定されているものとする。本実施例では、実施例３と同様、表示判定選択部１１６の
設定は図１１の状態とする。また、表示モードＳＷ３０６の設定も実施例３と同様、図１
２のSituation設定とする。
【００５４】
　本実施例においては、カメラ装置２００の表示部２０５内に表示される合焦度は、焦点
検出範囲を示す枠の線の太さ、種類、濃さ、色の変化、点滅等、又はそれらの組合せで表
現され、実施例１乃至３のように焦点検出範囲の表示とは別に表現されるものとは異なる
ことが特徴である。　
【００５５】
　図１４は、本実施例の撮影状況を、カメラ装置２００の表示部２０５から見た図である
。図１４の（ａ）～（ｅ）は、ある被写体に対して合焦操作を行った際の表示を時系列的
に表したものであり、詳細は後に説明する。
【００５６】
　図１５は、本実施例におけるオートフォーカス動作時のレンズ装置１００のフローチャ
ートである。撮影状況は、カメラ装置２００の表示部２０５が、図１４（ａ）に示す非合
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焦時の状態から、オートフォーカス動作させた場合である。
【００５７】
　ステップＳ１５０１で、オートフォーカス動作すると、ステップＳ１５０２に進む。ス
テップＳ１５０２では、合焦度を取得し、ステップＳ１５０３に進む。ステップＳ１５０
３では合焦状態を判断し、合焦していなければステップＳ１５０４に進み、合焦していれ
ばステップＳ１５０６に進む。ステップＳ１５０４では、ステップＳ１５０２で取得した
合焦度に応じて焦点検出範囲の表示方法を更新する必要があるか否か判断し、更新するな
らステップＳ１５０５に進み、更新する必要がなければステップＳ１５０２に進む。
【００５８】
　ステップＳ１５０５では、焦点検出範囲の表示方法を合焦度に応じて更新するよう通信
部１１２からカメラ装置２００の通信部２０１に信号を出力し、ステップＳ１５０２に進
む。この時点でカメラ装置２００の表示部２０５は、図１４（ｂ）に示すオートフォーカ
ス動作中の状態となり、焦点検出範囲が薄い色の線による表示（合焦により近い（合焦か
らより外れた）状態となったことを表す表示）に更新されている。
　ステップＳ１５０６では、焦点検出範囲を非表示に更新するよう通信部１１２からカメ
ラ装置２００の通信部２０１に信号を出力し、ステップＳ１５０７に進み処理を終了する
。この時点でカメラ装置２００の表示部２０５は、図１４（ｃ）に示す合焦時の状態とな
る。
【００５９】
　図１６は、本実施例におけるズーム操作時のレンズ装置１００のフローチャートである
。撮影状況は、カメラ装置２００の表示部２０５が、図１４（ｃ）の状態から、ズーム操
作した場合である。
【００６０】
　ステップＳ１６０１で、ズーム操作すると、ステップＳ１６０２に進む。ステップＳ１
６０２では、ズームレンズ位置を取得し、ステップＳ１６０３に進む。ステップＳ１６０
３では、ズームレンズ位置の変化の有無を判断し、変化がなければステップＳ１６０４に
進み、変化があればステップＳ１６０６に進む。ステップＳ１６０４では、時間を測定し
、ステップＳ１６０５に進む。
【００６１】
　ステップＳ１６０５では、ステップＳ１６０４で測定した時間に基づいてフローを分岐
する。測定された時間（ズーム位置が変化しなくなってからの時間）Ｔが、第１の所定時
間Ｔ１より小さい場合（Ｔ＜Ｔ１）は、Ｓ１６０２に戻る。測定された時間Ｔが、第１の
所定時間Ｔ１以上であって、かつ、第２の所定時間Ｔ２（ここで、Ｔ２＞Ｔ１）以下であ
る場合（Ｔ１≦Ｔ≦Ｔ２）は、ステップＳ１６０６に進む。また、測定された時間Ｔが、
第２の所定時間Ｔ２より大きい場合（Ｔ２＜Ｔ）は、ステップＳ１６０７に進む。ステッ
プＳ１６０６では、焦点検出範囲の表示を更新するよう通信部１１２からカメラ装置２０
０の通信部２０１に信号を出力し、ステップＳ１６０２に戻る。この時点でカメラ装置２
００の表示部２０５は、図１４（ｄ）に示すズーム動作中の状態となる。ステップＳ１６
０７では、焦点検出範囲を非表示とするよう通信部１１２からカメラ装置２００の通信部
２０１に信号を出力し、ステップＳ１６０８に進む。この時点でカメラ装置２００の表示
部２０５は、図１４（ｅ）に示す状態となり、処理を終了する。
【００６２】
　本実施例においては、レンズ装置１００の演算部１１０に入力された焦点検出範囲と合
焦度の情報から、演算部１１０にて表示部２０５に表示させる焦点検出範囲を示す表示（
濃さ、色、線種等を含む）の情報を作成し、通信部１１２，２０１を介して、カメラ装置
２００の表示部２０５に出力してもよい。或いは、合焦情報を表示部２０５に表示させる
ときに、焦点検出範囲と合焦度を通信部１１２，２０１を介して、カメラ装置２００の演
算部２０２に出力し、演算部２０２内で、渡された合焦度情報に基づき表示部に描画すべ
き焦点検出範囲を示す表示（焦点検出範囲を囲む線の太さ、線の種類、線の色、線の色の
濃淡等を含む）の情報を作成し、表示部２０５に出力するようにしてもよい。
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　以上より、撮影状況により合焦範囲の表示方法を変化させることで、ユーザが撮影状況
に応じて、適時適用なオートフォーカス情報の表示制御を可能にした。
【００６４】
　本実施例によれば、ユーザの選択した条件に基づいて、オートフォーカス情報の表示制
御が可能となり、運用性の向上が図られる。
【００６５】
　上記の実施例においては、カメラ装置２００の表示部２０５に合焦度及び焦点検出範囲
が表示される場合について例示したが、本発明はこれに限定されることはなく、表示部が
カメラ装置以外に独立して設けられる構成、或いは、レンズ装置に設けられる構成でも同
様の効果を奏することができる。
【００６６】
　上記の実施例においては、合焦度表示判定部１１５は、レンズ装置１００に備えられて
いる場合を例示したが、本発明はこれに限定されることはなく、カメラ装置２００側に備
えていても、本発明の効果を得ることができることに留意されたい。
【００６７】
　上記の実施例においては、焦点検出範囲と合焦度を表示するか否かの情報をレンズ装置
からカメラ装置に対して送信することにより、表示／非表示を実施していたが、本発明は
これに限定されることはない。例えば、カメラ装置がレンズ装置から、焦点検出範囲や合
焦度に関する情報を受信しない場合は、焦点検出範囲と合焦度に関する情報を表示しない
ようにしてもよい。
【００６８】
　上記の実施例においては、カメラ装置に備えられた表示部に対して、レンズ装置の通信
部（合焦情報出力部）から合焦情報を表示するための信号を出力する場合を例示したが、
本発明はこれに限定されることはない。例えば、カメラ装置外に備えられた表示部に対し
て、カメラ装置の通信部（合焦情報出力部）から合焦情報を表示するための信号を出力す
るようにしても、本発明の効果が得られることに留意されたい。
【００６９】
　以上、本発明の好ましい実施形態について説明したが、本発明はこれらの実施形態に限
定されず、その要旨の範囲内で種々の変形及び変更が可能である。
【符号の説明】
【００７０】
　１００　レンズ装置
　１０１　フォーカスレンズ
　１０２　フォーカス位置検出部
　１０４　フォーカス駆動部
　１１０　演算部
　１１２　通信部
　１１３　位相差検出部
　１１４　焦点検出範囲表示判定部
　１１５　合焦度表示判定部
　２０５　表示部
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