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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　撮影光学系により結像される被写体像を撮像する撮像部と、
　前記撮影光学系と前記撮像部との間に配置されており、前記撮影光学系に対峙する表面
の両側側面の略中央に撮影光軸に直交して配した第１回転軸と、前記側面の一端に撮影光
軸に直交して配した第２回転軸とのいずれか一方の回転軸を中心に回転する半透過ミラー
と、
　前記表面が撮影光軸上に進出する進出位置と撮影光軸上から退避する退避位置との間で
前記第２回転軸を中心に前記半透過ミラーを回転させる第１駆動手段と、
　前記進出位置の時に、前記撮像部に向かう被写体光を第１分岐位置に向かう光に分岐す
る第１回転位置と撮影光軸を挟んで前記第１分岐位置とは逆側に配した第２分岐位置に向
かう光に分岐する第２回転位置との間で、前記第１回転軸を中心に前記半透過ミラーを回
転させる第２駆動手段と、を備え、
　前記半透過ミラーは、前記両側側面のうち前記一端とは逆側の他端に第３回転軸を有し
、
　前記撮影光軸を挟んで前記退避位置とは逆側の第２退避位置に退避させる第２退避位置
と前記第２回転位置との間で前記第３回転軸を中心に前記半透過ミラーを回転させる第３
駆動手段を備える撮像装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の撮像装置において、
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　被写体輝度を検出する被写体輝度検出部と、
　前記被写体輝度検出部により検出した被写体輝度と閾値とを比較して低輝度被写体か否
かを判定する判定部と、
　前記第１駆動手段及び／又は第３駆動手段は、前記判定部が低輝度被写体であると判定
した時に、前記半透過ミラーを前記退避位置及び／又は前記第２退避位置に回転させる撮
像装置。
【請求項３】
　請求項１又は請求項２に記載の撮像装置において、
　前記第１回転位置は、前記一端が前記他端よりも前記撮像部側に寄った傾斜姿勢になっ
ており、前記第１駆動手段は、前記第１回転位置の時に前記半透過ミラーを前記退避位置
に回転させる撮像装置。
【請求項４】
　請求項１から請求項３のいずれか１項に記載の撮像装置において、
　前記第２回転位置は、前記他端が前記一端よりも前記撮像部側に寄った傾斜姿勢になっ
ており、
　前記第３駆動手段は、第２回転位置の時に前記半透過ミラーを前記第２退避位置に回転
させる撮像装置。
【請求項５】
　請求項１から請求項４のいずれか１項に記載の撮像装置において、
　前記第１又は第２分岐位置には、
　前記半透過ミラーから分岐される光を撮像する第２撮像部と、
　前記半透過ミラーから分岐される光が導かれることで被写体像を観察させる光学ファイ
ンダ部と、
　前記半透過ミラーから分岐される光が導かれることで撮影条件にかかわる情報を検出す
る検出部と、のうちのいずれかが配置されている撮像装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、撮像装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　撮像センサにより高画質の画像を撮像しつつ、撮像センサとは異なる位置に配置した位
相差検出方式の焦点検出部でオートフォーカス（ＡＦ）を行う撮像装置が知られている（
特許文献１）。この撮像装置は、撮影光学系を通過する被写体光を半透過ミラーにより撮
影光とＡＦ検出光とに分離して撮像センサと焦点検出部とに同時に導き、撮像と同時にＡ
Ｆ検出をしている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００８－１４９９８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、特許文献１に記載の撮像装置では、撮像センサで撮像する被写体光、及
び焦点検出部で検出する被写体光が半透過ミラーを透過する光であるので、減光等の光の
劣化を伴い、撮影結果に悪影響を与えることがある。また、焦点検出部や撮像センサの配
置位置が制限されてしまうので設計の自由度が低くなる。
【０００５】
　本発明は、上記従来技術の課題に鑑みたものであって、光学系の設計の自由度を向上さ
せることができ、また、被写体光を劣化させることなく良好に撮影することができる撮像
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装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明を例示する撮像装置の一態様は、撮影光学系により結像される被写体像を撮像す
る撮像部と、前記撮影光学系と前記撮像部との間に配置されており、前記撮影光学系に対
峙する表面の両側側面の略中央に撮影光軸に直交して配した第１回転軸と、前記側面の一
端に撮影光軸に直交して配した第２回転軸とのいずれか一方の回転軸を中心に回転する半
透過ミラーと、前記表面が撮影光軸上に進出する進出位置と撮影光軸上から退避する退避
位置との間で前記第２回転軸を中心に前記半透過ミラーを回転させる第１駆動手段と、前
記進出位置の時に、前記撮像部に向かう被写体光を第１分岐位置に向かう光に分岐する第
１回転位置と撮影光軸を挟んで前記第１分岐位置とは逆側に配した第２分岐位置に向かう
光に分岐する第２回転位置との間で、前記第１回転軸を中心に前記半透過ミラーを回転さ
せる第２駆動手段と、を備え、前記半透過ミラーは、前記両側側面のうち前記一端とは逆
側の他端に第３回転軸を有し、前記撮影光軸を挟んで前記退避位置とは逆側の第２退避位
置に退避させる第２退避位置と前記第２回転位置との間で前記第３回転軸を中心に前記半
透過ミラーを回転させる第３駆動手段を備える。
【発明の効果】
【０００７】
　本発明の撮像装置では、撮像部や焦点検出部を多彩に配置することができ、撮像装置の
設計の自由度を向上させることができる。また、被写体光を劣化させることなく、撮影を
良好に行うことができる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】本発明の一実施形態である電子カメラの構成を示す説明図であり、半透過ミラー
を第１回転位置に回転した状態を示している。
【図２】半透過ミラーを第１退避位置に回転した状態を示す説明図である。
【図３】半透過ミラーを第２回転位置に回転した状態を示す説明図である。
【図４】半透過ミラーを第２退避位置に回転した状態を示す説明図である。
【図５】図１で説明した電子カメラの電気的概略を示すブロック図である。
【図６】ミラー移動機構の一例を示す要部斜視図である。
【図７】図１で説明した電子カメラの動作手順を示すフローチャートである。
【図８】ミラー移動機構の別の実施形態を示す要部斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　本発明の一実施形態である電子カメラ１０は、図１に示すように、カメラ本体１１と交
換レンズ１２とを有している。ここで、カメラ本体１１及び交換レンズ１２は、バヨネッ
ト機構等を含む雄雌一対のマウント（不図示）により交換自在に結合させる。交換レンズ
１２は、ズームレンズ、及びフォーカスレンズを含む撮影レンズ１３と、入射光量を調節
する絞り１４とを有している。フォーカスレンズは、モータ１５によって撮影光軸１６方
向に移動する。撮影レンズ１３は、撮影光学系の一例である。
【００１０】
　一対のマウントには、それぞれ電気接点が設けられている。交換レンズ１２をカメラ本
体１１に接続すると、電気接点間の接触により両者の電気的な接続が確立する。カメラ本
体１１は、電気接点を介して、フォーカスレンズや絞りを駆動する駆動信号を送り、また
、その時点のフォーカスレンズのレンズ位置や絞り値等のレンズ情報を取得する。
【００１１】
　カメラ本体１１の内部には、半透過ミラー２０、第１撮像部２１、第２撮像部２２、及
び、光学ファインダ部２３を有している。また、カメラ本体１１の背面には、ＬＣＤ等の
背面表示部２４が設けられている。また、光学ファインダ部２３には、ＥＶＦ（Electric
al View Finder）用表示部２５が設けている。
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【００１２】
　半透過ミラー２０、及び第１撮像部２１は、撮影レンズ１３を通る撮影光軸１６に沿っ
て配置されている。半透過ミラー２０は、第１撮像部２１の前方に位置し、撮影レンズ１
３と第１撮像部２１とを結ぶ直線上に配置されている。なお、半透過ミラー２０の透過率
と反射率との比としては、５０％ずつの比に限らず、種々の比にしてもよい。
【００１３】
　第２撮像部２２は、カメラ本体１１の下部に配置されている。光学ファインダ部２３は
、半透過ミラー２０を挟んで第２撮像部２２とは逆側のカメラ本体１１の上部に配置され
ている。つまり、第２撮像部２２、及び光学ファインダ部２３とは、撮影光軸１６と交差
する方向に配置されている。
【００１４】
　半透過ミラー２０は、ガラス等の透明基板の一面に半透過膜を形成した表面２０ａを有
し、撮影レンズ１３を通過した被写体光を透過及び反射の２方向に分岐させる全面半透過
型のミラーである。第１撮像部２１は、撮影レンズ１３により結像される被写体像を撮像
する。第１撮像部は、本発明の撮像部の一例である。
【００１５】
　第２撮像部２２は、複数のマイクロレンズ２７と撮像素子２８とを有する多眼撮像部と
なっている。マイクロレンズ２７は、撮影レンズ１３の結像面の近傍に二次元状に配列さ
れた複数の正レンズを含む。撮像素子２８は、マイクロレンズ２７の略結像面に撮像面が
位置するように配置されている。撮像素子２８には、射出瞳の異なる領域からの光束がそ
れぞれ異なる画素に入射する。このため、一度の撮像によって視差を有する（視点の異な
る）複数の画像（多視点画像）を得ることができる。
【００１６】
　この場合、後段での画像処理部等で、多視点画像を個別に処理することで、例えば自由
な視点位置から観察したステレオ画像や高精細画像等を生成することができる。また、多
視点画像から任意の被写体距離にピントが合った画像を生成することもできる。さらに多
視点画像に基づいて被写体までの正確な距離を算出することが可能なディプスマップ（De
pth Map）を作成することもできる。ディプスマップは、被写体までの距離を画素単位で
対応付けて取得する距離情報であり、この情報を用いて特定の被写体に対して追尾して合
焦する制御を行うことができる。このようなＡＦ制御は、連写撮影モード等で有効である
。
【００１７】
　光学ファインダ部２３は、拡散スクリーン（焦点板）３０、コンデンサレンズ３１、ペ
ンタプリズム３２、ＥＶＦ用表示部２５、及び接眼レンズ３３を有している。拡散スクリ
ーン３０は、半透過ミラー２０の上方に位置し、半透過ミラー２０で反射された被写体像
が結像する。コンデンサレンズ３１は、拡散スクリーン３０に結像する被写体像を集光す
る。ペンタプリズム３２は、拡散スクリーン３０に結像する被写体像を正立像に変換して
射出面以降に設定される仮想の結像面に結像する。接眼レンズ３３は、仮想の結像面に結
像する被写体像を拡大して観察させる。
【００１８】
　ＥＶＦ用表示部２５は、ペンタプリズム３２の射出面と接眼レンズ３３との間のファイ
ンダ光軸３４上に挿入される挿入位置と、ファインダ光軸３４上から退避する退避位置と
の間で挿脱自在に設けられている。ＥＶＦ用表示部２５は、挿入位置の時に、ペンタプリ
ズム３２の射出面から出射する光束を遮光するとともに、仮想の結像面に表示面がセット
される。このとき接眼レンズ３３を通して表示面に表示される画像が観察される。退避位
置の時には、ペンタプリズム３２の射出面に出射する光束を接眼レンズ３３に向けて通過
させる。
【００１９】
　半透過ミラー２０は、撮影光軸１６を挟む両側（紙面方向の両側）の側面３９に、第１
、第２、及び第３の回転軸４０～４２をそれぞれ有する。第１回転軸４０は、側面３９の
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中央に設けられており、また第２回転軸４１は、側面３９のうちの一端に、さらに、第３
回転軸４２は、第１回転軸４０を挟んで第２回転軸４１とは逆側の他端にそれぞれ設けら
れている。
【００２０】
　第２回転軸４１は、表面２０ａが撮影光軸１６上に進出する進出位置と、表面２０ａが
撮影光軸１６の上方に倒伏する第１退避位置（図２参照）との間で半透過ミラー２０を回
転させる時の回転軸である。本実施形態では、進出位置を、図１で説明したように、撮影
レンズ１３に向けて表面２０ａが略４５度上向きに傾斜した姿勢になる第１回転位置とし
ている。半透過ミラー２０は、第１回転位置の時に、第１撮像部２１に向かう被写体光を
第１分岐位置に配した光学ファインダ部２３に向かう光に分岐する。
【００２１】
　第１回転軸４０は、第１回転位置と、撮影光軸１６を挟んで第１分岐位置とは逆側とな
る第２分岐位置に配した第２撮像部２２に向かう光に分岐する第２回転位置（図３参照）
との間で半透過ミラー２０を回転させる時の回転軸である。
　第３回転軸４２は、第２回転位置と、表面２０ａが撮影光軸１６の下方に倒伏する第２
退避位置（図４参照）との間で半透過ミラー２０を回転させる時の回転軸である。
【００２２】
　電子カメラ１０は、図５に示すように、第１撮像部２１、第２撮像部２２、第１バッフ
ァメモリ４４、第２バッファメモリ４５、ＡＥ・ＡＦ処理部４６、画像処理部４７、記録
Ｉ／Ｆ４８、第１表示制御部４９、背面表示部２４、第２表示制御部５１、ＥＶＦ用表示
部２５、ＣＰＵ５３、操作部５４、ドライバ５５、ミラー移動機構５６、ミラー状態検出
部５７、ドライバ５８、表示部移動機構５９、及びバス６０を有する。
【００２３】
　第１撮像部２１は、撮像素子６６、及びＡ／Ｄ変換部６１を含む。撮像素子６６は、第
１回転位置の時の半透過ミラー２０の透過光を光電変換して被写体像を撮影する。Ａ／Ｄ
変換部６１は、撮像素子６６から得られる画像信号をデジタルの画像データに変換して第
１バッファメモリ４４に送る。画像処理部４７は、第１バッファメモリ４４からバス６０
を介して画像データを読み出し、読み出した画像データに対してスルー画像用の画像処理
を施して、その時点の半透過ミラー２０の回転位置に応じて第１、又は第２の表示制御部
４９，５１に送るとともに、レリーズ釦の全押し操作時には、記録用の画像データとして
画像処理を施して、施した画像データを記録Ｉ／Ｆ４８に送る。
【００２４】
　ＡＥ・ＡＦ処理部４６は、第１バッファメモリ４４からバス６０を介して画像データを
読み出し、読み出した画像データに基づいて被写体輝度評価値、及び画素のコントラスト
値に基づくＡＦ評価値を演算してＣＰＵ５３に送る。ＣＰＵ５３は、被写体輝度評価値に
基づいて、絞りやシャッタ速度、ＩＳＯ感度等の露出を制御し、またフォーカスレンズを
駆動しながらＡＦ評価値が最大となるピーク位置を合焦位置と判定するＡＦ制御を実行す
る。
【００２５】
　第２撮像部２２は、前述したマイクロレンズ２７、及び撮像素子２８に加えて、及びＡ
／Ｄ変換部６２を含む。第２撮像部２２から得られるデジタルの画像データは、第２バッ
ファメモリ４５に送られる。画像処理部４７は、第２バッファメモリ４５から画像データ
を読み出して、読み出した画像データに基づいて、前述した自由な視点位置から観察した
ステレオ画像や、高精細画像、任意の被写体距離にピントが合った画像、及びディプスマ
ップ等を記録用の画像データとして生成する処理を行う。
【００２６】
　記録Ｉ／Ｆ４８には、スロットが接続されており、スロットにはカードメモリ６３が着
脱自在に取り付けられている。画像処理部４７で生成される記録用の画像データは、カー
ドメモリ６３に記録される。
【００２７】
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　第１表示制御部４９は、画像処理部４７で生成されるスルー画像を展開するビデオメモ
リを含み、スルー画像をＣＰＵ５３の指示に基づいて背面表示部２４に表示する。第２表
示制御部５１は、ＥＶＦ用表示部２５にスルー画像を表示するためのビデオメモリを含み
、ＣＰＵ５３の指示に基づいてスルー画像をＥＶＦ用表示部２５に表示する。
【００２８】
　操作部５４には、電源釦、シャッタ釦、及び撮影モード選択操作部等を含む。撮影モー
ド選択操作部は、通常モード、特殊モード、及び再生モードのうちのいずれかの撮影モー
ドを選択する。通常モードは、第１撮像部を使用して１枚の静止画像データを記録するモ
ードである。特殊モードは、第１撮像部、及び第２撮像部を同時に使用するモード、例え
ば自由な視点位置から観察したステレオ画像や、高精細画像、任意の被写体距離にピント
が合った画像、及びディプスマップを取得して連写撮影を行うためのモードである。再生
モードは、カードメモリ６３に記録した画像を背面表示部２４に再生するモードである。
【００２９】
　ＣＰＵ５３は、被写体輝度判定部６４、及びミラー回転位置決定部６５を含む。被写体
輝度判定部６４は、その時点で算出した被写体輝度評価値と予め決めた閾値とを比較して
低輝度被写体か否かを判定する。
【００３０】
　ミラー回転位置決定部６５は、撮影モードと、被写体輝度判定部６４での判定結果とに
基づいて、半透過ミラー２０の回転位置を、第１回転位置、第２回転位置、第１退避位置
、及び第２退避位置のうちのいずれかに決定する。例えば通常モードの時には第１回転位
置に、特殊モードの時には第２回転位置に、通常モードの時に低輝度被写体と判定した場
合には本撮影時に第１退避位置に、特殊モードの時に低輝度被写体と判定した場合には本
撮影時に第２退避位置に、それぞれ半透過ミラー２０を回転させるように予め決めている
。
【００３１】
　ＣＰＵ５３は、決定した回転位置になるようにドライバ５５を介してミラー移動機構５
６を制御する。ミラー状態検出部５７は、その時点の半透過ミラー２０の回転位置を検出
し、検出した回転位置の情報をＣＰＵ５３に送る。表示部移動機構５９は、ＣＰＵ５３の
指示に基づいてＥＶＦ用表示部２５を挿入位置と退避位置との間で移動させる。
【００３２】
　ミラー移動機構５６は、ＣＰＵ５３の指示に基づいて、半透過ミラー２０を回転させる
機構であり、例えば、図６に示すように、３対のグリップ部７０～７２を含む。グリップ
部７０～７２は、回転軸４０～４２を挟持するグリップ位置と開放する開放位置との間で
３つの爪を開閉するグリッパ、グリッパを回転させる回転機構部、及びグリッパをスライ
ドさせる機構とを含む。一対のグリッパは、左右に一対ある回転軸４０～４２を同時に挟
持、又は開放をするように同期する。
【００３３】
　第１グリップ部７０は、第１回転位置の時に第１回転軸４０を挟持して、挟持したまま
その位置で回転することで第１回転位置と第２回転位置との間で半透過ミラー２０を回転
させる。このとき、第２及び第３グリップ部７１，７２は、開放位置になっている。第１
グリップ部７０は、本発明の第２駆動手段の一例である。第２グリップ部７１は、第１回
転位置の時に第２回転軸４１を挟持して、挟持したままその位置で回転することで第１退
避位置と第１回転位置との間で半透過ミラー２０を回転させる。このとき、第１及び第３
グリップ部７０，７２は、開放位置になっている。第２グリップ部７１は、本発明の第１
駆動手段の一例である。第３グリップ部７２は、第２回転位置の時に第３回転軸４２を挟
持して、挟持したままその位置で回転することで第２退避位置と第２回転位置との間で半
透過ミラー２０を回転させる。このとき、第１及び第２のグリップ部７０，７１は、開放
位置になっている。第３グリップ部７２は、本発明の第３駆動手段の一例である。なお、
符号６７は、ミラーボックスである。
【００３４】
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　次に上記構成の作用を、図７を参照しながら説明する。ＣＰＵ５３は、電源釦のオン操
作に応答して、半透過ミラー２０、及びＥＶＦ用表示部２５を初期位置にセットする（Ｓ
－１）。半透過ミラー２０の初期位置は第１回転位置であり、またＥＶＦ用表示部２５の
初期位置は退避位置になっている。
【００３５】
　半透過ミラー２０を第１回転位置にセットした状態では、図１で説明したように、撮影
レンズ１３を通過した被写体光が光学ファインダ部２３に向けて反射し、同時に第１撮像
部２１に向けて透過する。光学ファインダ部２３は、拡散スクリーン３０に結像される被
写体光を正立像に変換し、変換した被写体像を、接眼レンズ３３を通して視認させる。
【００３６】
　ＣＰＵ５３のミラー回転位置決定部６５は、撮影モード選択操作部を監視しており、そ
の時点の撮影モードに応じて半透過ミラー２０の回転位置を決定する（Ｓ－２）。ここで
、例えば通常モードが選択されている場合（Ｓ－２の「Ｎ」側）、ＣＰＵ５３は、半透過
ミラー２０を第１回転位置にセットする。ここでは半透過ミラー２０は、既に第１回転位
置にセットされているため、何も動作をしない。
【００３７】
　撮影者は、接眼レンズ３３を通して視認される被写体像を観察してフレーミングを行う
。ＣＰＵ５３は、シャッタ釦の半押し操作に応答して（Ｓ－４の「Ｙ」側）、ＡＥ・ＡＦ
処理部４６を制御して、第１撮像部２１から取得する画像データに基づいて被写体輝度評
価値、及びＡＦ評価値を演算してＡＥ、及びＡＦ制御を行う（Ｓ－５）。この時点で絞り
、シャッタ速度、ＩＳＯ感度が設定され、かつフォーカスレンズが合焦位置に移動される
。
【００３８】
　ＣＰＵ５３の被写体輝度判定部６４は、シャッタ釦の全押し操作に応答して（Ｓ－６の
「Ｙ」側）、その時点の被写体輝度と閾値とを比べて低輝度被写体か否かを判定する。
【００３９】
　被写体輝度判定部６４は、低輝度被写体でないと判定した場合（Ｓ－７の「Ｎ」側）、
ＣＰＵ５３に撮像許可の信号を送る。ＣＰＵ５３は、第１撮像部２１から取得する画像デ
ータを画像処理部４７で記録用に画像処理してカードメモリ６３に記録するように制御す
る（Ｓ－１２）。
【００４０】
　被写体輝度判定部６４は、低輝度被写体であると判定した場合（Ｓ－７の「Ｙ」側）、
ＣＰＵ５３にミラー退避の信号を送る。ＣＰＵ５３は、この信号を受けることに応答して
、ミラー状態検出部５７から現時点の半透過ミラー２０の回転位置を確認する（Ｓ－８）
。ここでは第１回転位置になっている。よって、低輝度被写体の場合で、かつ半透過ミラ
ー２０が第１回転位置の時にはＣＰＵ５３は、ドライバ５５を介してミラー移動機構５６
を制御して、半透過ミラー２０を、第２回転軸４１を中心として回転して第１退避位置に
セットする（Ｓ－９）。
【００４１】
　半透過ミラー２０が第１退避位置に回転すると、図２に示すように、撮影レンズ１３を
透過する被写体光は、半透過ミラー２０を透過しないで、そのまま第１撮像部２１に導か
れる。第１撮像部２１から取得される画像データは、半透過ミラー２０を透過していない
ので、光量が低下していない。このため、ＣＰＵ５３は、ＡＥ・ＡＦ処理部４６で算出す
る被写体輝度評価値、及びＡＦ評価値を、半透過ミラー２０を透過しない分だけ補正する
ようにＡＥ・ＡＦ処理部４６を制御する（Ｓ－１１）。
【００４２】
　なお、このとき、ＣＰＵ５３からの指示に基づいて、第１撮像部２１から取得する画像
データを画像処理部４７でスルー画像用に画像処理して第１表示制御部４９に送るように
制御する。第１表示制御部４９は、スルー画像を背面表示部２４に表示するように構成し
てもよい。ＣＰＵ５３は、補正した被写体輝度評価値、及びＡＦ評価値に基づいて露出を
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制御し、またフォーカスレンズの合焦を制御した後に、第１撮像部２１から取得する画像
データを画像処理部４７で記録用に画像処理してカードメモリ６３に記録するように制御
する（Ｓ－１２）。
【００４３】
　ところで、ＣＰＵ５３のミラー回転位置決定部６５が撮影モードを特殊モードであると
認識した場合（Ｓ－２の「Ｙ」側）、半透過ミラー２０の回転位置を第２回転位置に決定
する（Ｓ－３）。この場合、ＣＰＵ５３は、ドライバ５５を介してミラー移動機構５６を
制御して、半透過ミラー２０を、第１回転軸４０を中心に略９０度回転して第２回転位置
にセットする。これにより、図３に示すように、撮影レンズ１３を透過する被写体光のう
ち、半透過ミラー２０を透過した分光が第１撮影部２１に、また、反射する分光が第２撮
像部２２にそれぞれに入射する。
【００４４】
　第１撮像部２１は、半透過ミラー２０を透過した被写体光の像を撮像する。ＣＰＵ５３
は、第１撮像部２１から取得する画像に対して画像処理部４７で半透過ミラー２０を透過
する分だけ、例えば輝度補正を行って記録用の画像処理を施して画像データを生成する。
【００４５】
　複数のマイクロレンズ２７を有する第２撮像部２２は、半透過ミラー２０を反射する被
写体光を複数のマイクロレンズ２７により撮像素子２８の撮像面に結像する視差の異なる
複数の被写体像を撮像する。ＣＰＵ５３は、第２撮像部２２から取得する複数の視差画像
に対して、画像処理部４７で半透過ミラー２０を反射することにより生じる画質劣化を回
復する画像処理を行って、例えば入力される視点位置にから観察したステレオ画像等を生
成する。
【００４６】
　半透過ミラー２０を第２回転位置に回転した時、ＣＰＵ５３は、ドライバ５８を介して
表示部移動機構５９を制御してＥＶＦ用表示部２５を挿入位置にセットする。そして、挿
入位置にセットした後に、第１撮像部２１から取得する画像データを画像処理部４７でス
ルー画像用に画像処理して第２表示制御部５１に送るように制御する。これにより、ＥＶ
Ｆ用表示部２５には、スルー画像が表示される。撮影者は、接眼レンズ３３を通してＥＶ
Ｆ用表示部２５に表示されるスルー画像を視認しながらフレーミングを行う。なお、この
とき、第１撮像部２１から取得する画像データを画像処理部４７でスルー画像用に画像処
理して第１表示制御部４９に送るように制御し、背面表示部２４にスルー画像を表示して
もよい。
【００４７】
　また、ＣＰＵ５３は、半透過ミラー２０が第２回転位置の時に低輝度被写体であると判
定した場合（Ｓ－８の「Ｎ」側）には、半透過ミラー２０を、第３回転軸４２を中心とし
て回転して第２退避位置にセットするように制御する。これにより、撮影レンズ１３を透
過する被写体光は、図４に示すように、半透過ミラー２０を透過しないで、そのまま第１
撮像部２１に導かれる。その後は、前述したように、被写体光量が低下していないため、
ＣＰＵ５３は、ＡＥ・ＡＦ処理部４６で算出される被写体輝度評価値、及びＡＦ評価値を
、半透過ミラー２０を透過しない分だけ補正するように制御する（Ｓ－１１）。その後、
第１撮像部２１から取得する画像データを画像処理部４７で記録用に画像処理してカード
メモリ６３に記録するように制御する（Ｓ－１２）。なお、第１又は第２退避位置に回転
した半透過ミラー２０は、記録用の画像データを撮像した後に、その時点の撮影モードに
対応する初期の回転位置に戻される。
【００４８】
　上記実施形態のミラー移動機構５６としては、半透過ミラー２０に回転軸４０～４２を
、またグリップ部７０～７２にグリッパをそれぞれ設けた構成としているが、本発明では
これに限らず、図８に示すように、逆に、半透過ミラー２０側に軸受け穴８０，８１を、
グリップ部７１，７０側に回転軸８２，８３をそれぞれ設けた構成にしてもよい。この場
合、軸受け穴８０，８１にキー溝８４を、回転軸８２，８３にキー突起８５をそれぞれ設
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【００４９】
　上記各実施形態では、本発明の進入位置を第１回転位置として説明しているが、本発明
ではこれに限らず、第２回転位置を進入位置としてもよい。この場合、本実施形態の第２
退避位置が本発明の退避位置になる。また、第２撮像部２２と光学ファインダ部２３との
何れか一方を省略してもよい。
【００５０】
　上記各実施形態では、第１撮像部２１と別のモジュールで撮影条件にかかわる情報を検
出する手段として、第２撮像部２２と光学ファインダ部２３として説明しているが、本発
明ではこれらに限らない。例えば、第２撮像部２２の代わりに、焦点検出ユニットを使用
してもよい。焦点検出ユニットは、半透過ミラー２０を透過した被写体光に基づいて、い
わゆる位相差検出式で焦点検出を行ない、撮影条件を決定する。具体的には、焦点検出ユ
ニットは、セパレータレンズで分割した被写体像の像ズレ量を検出し、フォーカスレンズ
のデフォーカス量（合焦位置からのズレ量およびズレ方向）を演算する。このデフォーカ
ス量の情報は、ＣＰＵ５３に送られて、フォーカスレンズの合焦移動を制御するために使
用される。
【００５１】
　これによれば、例えば動画撮影中でも焦点検出ユニットを使用した位相差ＡＦが使える
。撮像部を使ったコントラストＡＦではなく焦点検出ユニットを使用した位相差ＡＦを使
うことで、コントラストＡＦでは高速で動く被写体が苦手で追い続けることが非常に難し
いが、そういった場面に強くなる。
【００５２】
　上記各実施形態では、電子カメラとして説明しているが、テレビカメラや、カメラ付き
電子機器等にも本発明を採用することができる。
【００５３】
　以上、本発明を好適な実施の形態に基づき具体的に説明したが、本発明は上記のものに
限定されるものではなく、その要旨を逸脱しない範囲で種々変更可能であることは言うま
でもない。
【符号の説明】
【００５４】
　１０　電子カメラ
　１３　撮影レンズ
　２０　半透過ミラー
　２１　第１撮像部
　２２　第２撮像部
　２３　光学ファインダ部
　５６　ミラー移動機構
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