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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　支持体にて支持されるレンズ装置であって、
　該支持体からの出力に基づいて、該支持体のパン操作及びチルト操作の有無を判断する
パン・チルト検出部と、
　像ぶれを補正する像ぶれ補正レンズと、
　該レンズ装置の振動を検出する振動センサと、前記振動センサの出力信号を積分処理す
る積分部と、を有する振動検出部と、
　前記振動検出部で検出された振動に基づいて、該像ぶれ補正レンズを駆動する補正レン
ズ駆動部、
を有し、
　該パン・チルト検出部は、パン操作またはチルト操作が有ると判断した場合には、パン
操作またはチルト操作が無いと判断されるまで、前記像ぶれ補正レンズの駆動を禁止する
と共に、前記積分部の積分値の初期化を行うことにより前記振動検出部のリセット処理を
実行し、パン操作またはチルト操作が無いと判断した場合には、前記像ぶれ補正レンズの
駆動を実行する、
ことを特徴とするレンズ装置。
【請求項２】
　前記振動検出部のリセット処理として更に、検出した振動の初期化を行う、
ことを特徴とする請求項１に記載のレンズ装置。
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【請求項３】
　前記振動検出部は、前記振動センサの出力信号が前記積分部により積分処理される前に
、前記振動センサの出力信号の高周波成分を通過させるハイパスフィルタを有し、
　前記検出した振動の初期化として、該ハイパスフィルタのカットオフ周波数の高周波領
域への設定を行う、
ことを特徴とする請求項２に記載のレンズ装置。
【請求項４】
　前記検出した振動の初期化は、前記ハイパスフィルタのカットオフ周波数の１kHzへの
設定である
ことを特徴とする請求項３に記載のレンズ装置。
【請求項５】
　前記振動センサの出力信号は、前記レンズ装置に加わる振動の角速度信号または角加速
度信号である、
ことを特徴とする請求項１乃至４のいずれか一項に記載のレンズ装置。
【請求項６】
　前記パン・チルトの操作情報は、前記支持体の操作角度情報である、
ことを特徴とする請求項１乃至５のいずれか一項に記載のレンズ装置。
【請求項７】
　前記レンズ装置は、前記パン・チルト検出部がパン操作またはチルト操作が有ると判断
する場合には、前記補正レンズを基準位置に戻す、センタリング処理をする、
ことを特徴とする請求項１乃至６のいずれか一項に記載のレンズ装置。
【請求項８】
　前記レンズ装置は、前記支持体が出力するパン・チルトの操作情報に基づいて、パン操
作及びチルト操作の速度を演算し、
　該パン操作及びチルト操作の速度により、前記センタリング処理の移動速度を変更する
、
ことを特徴とする請求項１乃至７のいずれか一項に記載のレンズ装置。
【請求項９】
　支持体にて支持されるレンズ装置であって、
　該支持体が出力するパン・チルトの操作情報に基づいて、該支持体のパン操作及びチル
ト操作の操作中か否かを判断するパン・チルト検出部と、
　像ぶれを補正する像ぶれ補正レンズと、
　該レンズ装置の振動を検出する振動センサと、前記振動センサの出力信号を積分処理す
る積分部と、を有する振動検出部と、
　該振動検出部で検出された振動に基づいて、前記像ぶれ補正レンズを駆動する補正レン
ズ駆動部と、
　前記パン・チルト検出部がパン操作またはチルト操作の操作中であると判断した場合に
は、パン操作またはチルト操作が無いと判断されるまで、前記補正レンズ駆動部による前
記像ぶれ補正レンズの駆動を禁止すると共に、前記積分部の積分値の初期化を行い、前記
パン・チルト検出部がパン操作またはチルト操作の操作が行われていないと判断した場合
には、前記補正レンズ駆動部による前記像ぶれ補正レンズの駆動を許可する制御部と、
を備えることを特徴とするレンズ装置。
【請求項１０】
　撮像素子と、
　被写体からの光を前記撮像素子に導く、請求項１乃至９いずれか一項に記載のレンズ装
置と、
を備えることを特徴とする撮像装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　本発明は、像ぶれ補正機能を有するレンズ装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来の例えば特許文献１による防振装置は、レンズ装置に搭載され、振動センサにより
振動を検出し、検出した振動に応じて光軸を偏心させる補正レンズを制御している。振動
センサには、主にアナログ信号を出力する角速度センサが用いられ、振動が加わると角速
度センサは振動に応じた角速度を検出し出力する。出力された角速度は積分することで振
動角度に変換され、この振動角度から補正レンズの制御量が演算される。この制御データ
を用いて、モータなどの駆動デバイスを制御し像ぶれ補正を行っている。
【０００３】
　また、振動センサから得られた振れ信号に基づいて、レンズ装置がパン・チルト操作し
ているか否かを自動で判断し、パン・チルト操作していると判断した場合には、像ぶれ補
正を適した様態に切り替えることが提案されている。例えば、パン・チルト操作している
と判断した場合に、像ぶれ補正を停止することによって、パン・チルト操作時に像ぶれ補
正が行われることによる画面の不自然さや、パン・チルト操作に対する操作性の悪さを解
消するものが提案されている。レンズ装置がパン・チルト操作しているか否かの判断は、
例えば、振動センサからの振れ信号の大きさが所定のしきい値を一定時間以上継続して超
えたか否か等の検出によって行われている。
【０００４】
　そして、レンズ装置がパン・チルト操作していると判断して像ぶれ補正を停止させた場
合、パン・チルト操作が終了したと判断したときに像ぶれ補正を自動で再開させるように
する。そうすれば、手動操作によって像ぶれ補正を再開させる手間が不要になるため好適
である。例えば特許文献１では、振動センサからの振れ信号の大きさが所定のしきい値よ
りも一定時間以上継続して小さくなったことを検出すると、パン・チルト操作が終了した
と判断し、像ぶれ補正を再開させるようにしている。
【０００５】
　また特許文献２では、パン・チルト操作が行われると、振動センサからの出力が非常に
大きくなり、積分演算の出力が飽和してしまい、その後の振れ検出が行えなくなる。その
ため、振れセンサの出力が所定以上になると（パン・チルト開始判断）、演算をリセット
して信号を抑え、振れが小さくなる（パン・チルト停止判断）まで待機した後に再度振れ
信号の演算を行っている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００２－２２９０８９号公報
【特許文献２】特開２００３－５２４３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、振動センサはパン・チルト操作のように大きな振れを検出すると、振れ
が停止しても不要な信号が出力され、すぐには基準値に戻らない。基準値とは振動のない
場合に出力される基準信号である。よって、特許文献１および特許文献２のように、パン
・チルト操作の停止を振動センサで判断すると、どうしても実際のパン・チルト操作の停
止と、振動センサの出力から停止と判断できるまでに遅延が生じてしまう。したがって、
操作者がパン・チルト操作を終えた後に、数秒間像ぶれ補正が行われないという問題があ
った。パン・チルト操作は、意図した構図を得るために行われ、目的の構図となった瞬間
に像ぶれを補正できないことは大きな欠点となる。また、パン・チルト操作開始が検出さ
れるまでの間は、パン・チルト操作による映像変化まで補正してしまうことにより、映像
が追従しないという問題もある。
【０００８】
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　そこで、本発明の例示的な目的は、振動センサとは別に、支持体が出力するパン・チル
トの操作情報に基づいて、パン・チルト操作を検出するようにしたレンズ装置を提供する
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、本発明のレンズ装置は、該支持体からの出力に基づいて、
該支持体のパン操作及びチルト操作の有無を判断するパン・チルト検出部と、像ぶれを補
正する像ぶれ補正レンズと、該レンズ装置の振動を検出する振動センサと、前記振動セン
サの出力信号を積分処理する積分部と、を有する振動検出部と、前記振動検出部で検出さ
れた振動に基づいて、該像ぶれ補正レンズを駆動する補正レンズ駆動部、を有し、該パン
・チルト検出部は、パン操作またはチルト操作が有ると判断した場合には、パン操作また
はチルト操作が無いと判断されるまで、前記像ぶれ補正レンズの駆動を禁止すると共に、
前記積分部の積分値の初期化を行うことにより前記振動検出部のリセット処理を実行し、
パン操作またはチルト操作が無いと判断した場合には、前記像ぶれ補正レンズの駆動を実
行する、ことを特徴とする。
【００１０】
　本発明の更なる目的又はその他の特徴は、以下、添付の図面を参照して説明される好ま
しい実施例等によって明らかにされるであろう。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明によれば、パン・チルト操作の検出を、振動センサではなく、レンズを支持する
三脚等の支持体より出力される操作情報により行うことによって、パン・チルト操作中に
振動検出部をリセットすることができ、パン・チルト操作停止後、即座に像ぶれ補正を再
開することが可能となる。また、パン・チルト操作と振動の切り分けが可能となるので、
パン・チルト操作の検出が早くなり、パン・チルト操作開始時の映像追従性も改善される
。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本発明の実施形態である像ぶれ補正機能付レンズ装置の概略構成図。
【図２】実施例における振動検出回路の概略構成図。
【図３】実施例におけるパン操作検出のフローチャート。
【図４】実施例における像ぶれ補正制御のフローチャート。
【図５】従来技術のパン検知における振動センサの成分信号波形。
【図６】実施例のパン検知における振動センサの成分信号波形。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　以下に、本発明の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】
【００１４】
　図１に、本発明の実施例のレンズ装置の構成図を示す。レンズ装置２０は、像ぶれ補正
機能付きのレンズ装置であり、レンズ装置のパンおよびチルトの操作角を出力する出力部
を備えた雲台（支持体）３０に装着され支持されている。レンズ装置２０は、レンズ装置
２０の振動を検出する振動検出回路(振動検出部)１、振動検出回路１の出力信号をＣＰＵ
６に取り込むためのＡ／Ｄ変換器２、光軸に垂直な方向に偏心させて結像面上の像ぶれを
補正するための像ぶれ補正レンズ３、像ぶれ補正レンズ３を駆動するアクチュエータ（補
正レンズ駆動部）４、像ぶれ補正レンズ３の位置を検出する位置検出器５、Ａ／Ｄ変換器
２の出力に基づいた像ぶれ補正レンズ３の制御信号演算と振動検出回路１のリセット制御
とパン・チルト操作角出力部９の出力に基づいたパン・チルト検出とを行うＣＰＵ６、Ｃ
ＰＵ６が演算した像ぶれ補正レンズ３の制御信号をアナログ信号に変換するためのＤ／Ａ
変換器７、アクチュエータ４を駆動するための駆動回路８、雲台３０のパン・チルト操作
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角度を検出し、パン・チルト操作量に比例した値をデジタル信号（パン・チルトの操作情
報）で出力するパン・チルト操作角出力部９（パン・チルト検出部）を有する。本実施例
では、電源投入時にパン・チルト操作角出力部９は基準位置データを出力し、その後は電
源投入時のパン・チルト位置を基準として、この基準位置からの相対位置に比例したデー
タを出力する。このパン・チルト操作角出力部９はたとえばインクリメントロータリーエ
ンコーダとカウンタにより実現することが可能である。
【００１５】
　図２のブロック図は、振動検出回路１の構成例である。以下に図２のブロック図に沿っ
て、振動検出とリセット処理についての動作を説明する。
【００１６】
　雲台３０の操作には水平方向のパン操作（撮影領域を左右方向に移動させる操作）と垂
直（鉛直）方向のチルト操作（撮影領域を上下方向に移動させる操作）の２方向の操作が
ある。ここで、パン操作とは、レンズ装置が向いている方向に対して左右方向に回転させ
る操作（レンズ装置の光軸が水平になるように設置した場合、水平面内における回転操作
）のことである。また、チルト操作は、パン操作と垂直な方向への回転操作であり、すな
わちレンズが向いている方向に対して上下方向に回転させる操作（レンズ装置の光軸が水
平になるように設置した場合、水平面内における回転操作）のことである。また、像ぶれ
補正レンズ３の駆動方向にも、同様に水平方向（左右方向）と垂直方向（上下方向）の２
方向がある。ここでは説明を簡単にするため、以後は雲台３０の操作をパン操作のみ、像
ぶれ補正レンズ３の駆動方向は水平方向のみに限定して説明を行う。図１において、実際
には、振動検出回路１、Ａ／Ｄ変換器２、アクチュエータ４、位置検出器５、Ｄ／Ａ変換
器７、駆動回路８は、パン方向とチルト方向の２方向の補正に各ユニット必要だが、パン
方向、チルト方向とも同じ制御のため、パン方向のみを図示し説明する。
【００１７】
　振動検出回路１は、振動を検出する振動センサ１１と、その出力信号に含まれるＤＣ成
分と低周波ノイズ成分を除去し、高周波成分のみを通過させるためのハイパスフィルタ（
ＨＰＦ）１２と、その出力を増幅し角速度に相当する振動センサ１１の信号を積分処理し
て角度相当の信号に変換する積分回路（積分部）１３から構成される。振動センサ１１は
振動の角速度を検知し、角速度量に応じた電圧を出力するものである。また、積分回路は
オペアンプと抵抗、コンデンサとＣＰＵ制御とにより構成され、抵抗とコンデンサによる
積分定数に基づく積分回路を構成している。積分回路１３から出力された角度信号は、Ａ
／Ｄ変換器２によってデジタル信号に変換され、ＣＰＵ６に読み込まれる。
【００１８】
　パン操作中は、振動検出回路１のリセット処理を行う。ここでのリセット処理とは、積
分回路１３とＨＰＦ１２のリセットを指し、積分回路１３のコンデンサをディスチャージ
し、積分値を初期化することと、ＨＰＦ１２のカットオフ周波数を高周波領域にセットす
ることを行う。例えば、ＨＰＦ１２のカットオフ周波数を１kHzにセットし、１kHz以下の
周波数成分をカットするフィルタ特性にする。これは、通常の像ぶれ補正の対象となる振
動の周波数帯域（約0.5～30Hz）から見ると実質的には全ての検出された像ぶれの原因と
なる振動信号をカットし、初期化したことに他ならない。これらリセット処理は、ＨＰＦ
１２と積分回路１３内に搭載された図示しないアナログスイッチをＣＰＵ６で制御し、時
定数を変化させることによって行う。ここでのリセット処理は、パン・チルト検出部がパ
ン操作またはチルト操作の操作中であると判断した場合、アクチュエータによる像ぶれ補
正レンズ３の駆動（振動検出回路の検出結果に基づく補正レンズの駆動）を禁止する（行
わない）処理であれば良い。上記の振動検出回路のリセット処理（振動検出回路内での検
出信号のリセット処理）はその一つの例である。リセット処理の他の例としては、ＣＰＵ
６が振動検出回路１からの信号を無視、或いは軽視する（信号の振幅を大幅に縮小する）
処理や、ＣＰＵ６からの指令を受けてＡ/Ｄ変換器２が信号をＡ/Ｄ変換すると共に大幅に
軽視する処理であっても良い。また、逆の場合、すなわちパン・チルト検出部がパン操作
またはチルト操作の操作が行われていないと判断した場合は、このＣＰＵ（制御部）６は
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リセット処理を実行しない。つまり、この場合には、振動検出回路で検出された振動（検
出結果）に基づいて、アクチュエータ４（駆動回路８）による像ぶれ補正レンズ３の駆動
を許可（実行）する。
【００１９】
　また、振動検出回路１のリセット処理は、ＨＰＦ１２と積分回路１３のどちらか一方で
も構わない。
【００２０】
　図３のフローチャートは、雲台３０に搭載されたパン・チルト操作角出力部９による出
力を用いたパン検出の一連の動作を示している。以下に図３のフローチャートに沿って、
パン検出動作を説明する。
【００２１】
　パンフラグがＯＦＦの時は、パン操作がない状態でレンズ装置は雲台に対して停止して
いる状態と判断し、パンフラグがＯＮの時は、パン操作されている状態と判断する。また
、図示しないカメラを介してレンズ装置２０に電源が投入される。電源投入時にパンフラ
グはＯＦＦとする。ステップＳ１では、パン・チルト操作角出力部９からの雲台位置をＣ
ＰＵ６に取り込み、ステップＳ２で前回サンプリング時の値との差分によってパン速度を
算出する。ステップＳ３で、パン速度が０の場合は、ステップＳ４に進む。ステップＳ４
では、停止カウントをカウントアップし、ステップＳ５で停止カウント値がしきい値Ａ以
上となると、ステップＳ６でパンフラグをＯＦＦする。停止カウント値がしきい値Ａ未満
ならば、パンフラグは変更しない。しきい値Ａは、パン操作が行われていないと判断でき
る最小の時間に相当する値とする。
【００２２】
　次に、ステップＳ３で、パン速度が０以外ならば、ステップＳ７で停止カウントをクリ
アし、ステップＳ８でパン操作の方向が前回サンプリング時と同じが否かを判定する。パ
ン操作の方向が違えば、ステップＳ９で、パン操作移動量をクリアし、ステップＳ１０で
、パンフラグはＯＦＦする。
【００２３】
　そして、ステップＳ８で、パン方向が同じならば、ステップＳ１１に進み、パン速度を
積分し、パン操作移動量を算出する。ステップＳ１２で、パン操作移動量がしきい値Ｂ以
上だと、パン操作と判断し、ステップＳ１４でパンフラグをＯＮし、パン操作移動量がし
きい値Ｂ未満だと、ステップＳ１３でパンフラグをＯＦＦする。しきい値Ｂはパン操作を
行ったと判断できる最小のパン操作角変化量に設定する。なお実施例では、パン操作の操
作角変化量の振幅のみで、パン操作を行ったか否か判断しているが、操作角変化量の周波
数や、操作角変化量の振幅と周波数の双方で判断しても良い。
【００２４】
　図４のフローチャートは、像ぶれ補正制御の一連の動作を示している。以下に図４のフ
ローチャートに沿って、像ぶれ補正の動作を説明する。
【００２５】
　ステップＳ２１で、振動検出回路１から出力される振動角度信号をＣＰＵ６に取り込み
、ステップＳ２２で、振動角度信号から補正レンズ制御信号を生成する。ステップＳ２３
で、図３において説明したフローにしたがい、パン操作の有無を判断します。パン操作さ
れていない場合は、ステップＳ２９に進み、補正レンズ制御信号をＤ／Ａ変換器７により
、駆動回路８へ出力し、像ぶれ補正を行う。
【００２６】
　次に、ステップＳ２３で、パン操作されていると判断されると、ステップＳ２４で像ぶ
れ補正を停止させ、ステップＳ２５で、図２において説明したように、振動検出回路１の
リセットを行う。ステップＳ２６では、補正レンズをセンター位置に徐々に移動させるセ
ンタリング処理を行う。センター位置に戻るまでセンタリング処理を行う。図３で説明し
たフローによって、ステップＳ２７ではパン操作の停止を判断し、パン操作が停止ならば
ステップＳ２８に進み、パン操作中であれば、パン操作が停止するまで振動検出回路１の
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リセット状態が続く。ステップＳ２８では、振動検出回路１のリセット処理を解除し、Ｈ
ＰＦ１２、積分回路１３の時定数を通常に戻す。そして再びステップＳ２１に戻り、像ぶ
れ補正を再開させる。パン操作中にリセットを行うことにより、パン操作の信号を検出し
ないため、パン操作停止後すぐに像ぶれ補正を再開できる。
【００２７】
　図５に従来制御における振動センサの積分信号波形を示す。図６に本実施例における振
動センサの積分信号波形を示す。以下に、図５、図６を用いて、本実施例における効果を
説明する。
【００２８】
　図５は、従来技術で述べたような、像ぶれ補正に用いる振動センサの出力によってパン
動作を判断する例を示す。この例は、振動センサの積分信号の大きさ（基準値に対する差
異）が、しきい値Ｘを時間Ｙ以上継続して超えた場合にパン動作と判断し、しきい値Ｘを
時間Ｙ以上継続して小さくなった場合にパン動作終了と判断するパン検知制御である。パ
ン動作により振動角度に相当する積分信号が飽和し、その後、パンが終了しても、パン動
作中に角速度信号を積分し続けたことによる不要信号成分が出力され続けるため、パン終
了を検知するのが遅れてしまう。図６は、本実施例におけるパン検知制御であり、雲台３
０の操作角信号によりパン動作を検知する。パン動作を検知している間はリセット処理を
行うため、不要信号は出力されず、パン終了からの遅延がほとんどなく像ぶれ補正を再開
できる。さらに、パン開始検知においても、積分信号により判断するよりも早く検知でき
るため、パン動作による映像の補正量も少なくなり、追従性も改善される。
【００２９】
　また、本実施例において振動センサ１１の角速度信号をハードウエアで構成したＨＰＦ
１２、積分回路１３を用いて角度相当の信号に変換する場合を示したが、この角速度から
角度への変換演算をソフトウエアで実現しても同様の効果を得ることができる。さらに、
本実施例の振動センサには角速度センサのほか、角加速度センサ、線加速度センサ等の加
速度センサを用いてもよい。また、振動検出回路のリセットはパン操作中にＯＮ/ＯＦＦ
を繰り返しても同様の効果を得ることができる。また、センタリング処理において、補正
レンズの移動速度を、パン・チルト操作角出力部９より求めた、パン速度に応じて可変さ
せても良い。
【００３０】
　本実施例のレンズ装置について詳細に記載して来たが、本発明はレンズ装置（撮像装置
に着脱可能なレンズ装置や、望遠鏡や双眼鏡等の観察光学系など）に限られる発明ではな
い。例えば、撮像素子と、上述したレンズ装置を備え、このレンズ装置によって被写体か
らの撮像光束を撮像素子に導く撮像装置（カメラ）等に
【００３１】
　以上、本発明の好ましい実施例について説明したが、本発明はこれらの実施例に限定さ
れないことはいうまでもなく、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】
【００３２】
　１　振動検出回路
　３　像ぶれ補正レンズ
　４　アクチュエータ
　５　位置検出器
　６　ＣＰＵ
　８　駆動回路
　９　パン・チルト操作角出力部
　１１　振動センサ
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