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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　光学系を介して結合される被写体像を撮像する撮像手段と、
　前記撮像手段により得られた画像を表示するための表示手段であって、表示面の向きを
変えられる表示手段と、
　前記表示面の向きに応じて、前記表示面の明るさを制御する制御手段と、を備え、
　所定の撮影モードが設定されているときに、前記制御手段は、前記表示面が被写体側を
向いている場合には、前記表示面が被写体側を向いていない場合と比べて、前記表示面の
明るさを暗くする第１の制御を実行し、
　前記表示面が被写体側を向いている場合であっても、前記撮像手段により得られた画像
の明るさが所定の明るさより明るいときには、前記第１の制御を実行しないことを特徴と
する撮像装置。
【請求項２】
　光学系を介して結合される被写体像を撮像する撮像手段と、
　前記撮像手段により得られた画像を表示するための表示手段であって、表示面の向きを
変えられる表示手段と、
　前記表示面の向きに応じて、前記表示面の明るさを制御する制御手段と、を備え、
　所定の撮影モードが設定されているときに、前記制御手段は、前記表示面が被写体側を
向いている場合に、前記光学系が内部に配置された鏡筒の長さが所定の長さ未満のときに
は、鏡筒の長さが所定の長さ以上のときと比べて、前記表示面の明るさを暗くする第１の
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制御を実行することを特徴とする撮像装置。
【請求項３】
　前記制御手段は、前記第１の制御として、前記撮像手段により得られた画像を前記表示
手段に表示しない、又は、前記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又は２に記載の撮像装置。
【請求項４】
　前記制御手段は、前記第１の制御として、前記表示手段のバックライトを消灯するよう
に制御することを特徴とする請求項３に記載の撮像装置。
【請求項５】
　前記所定の撮影のモードが設定されたとき、前記表示面が被写体側を向いている場合に
は、前記表示手段に注意画面を表示する通知手段をさらに備えることを特徴とする請求項
１乃至４のいずれか１項に記載の撮像装置。
【請求項６】
　前記制御手段は、前記被写体像の中央に向かう方向と前記表示面の向く方向とが所定の
角度以内のとき、前記表示面が被写体側を向いているものとすることを特徴とする請求項
１乃至５のいずれか１項に記載の撮像装置。
【請求項７】
　前記所定の撮影モードは、長時間の露光を行う撮影モードであることを特徴とする請求
項１乃至６のいずれか１項に記載の撮像装置。
【請求項８】
　前記所定の撮影モードは、周期的に複数回の露光を行う撮影モードであることを特徴と
する請求項１乃至６のいずれか１項に記載の撮像装置。
【請求項９】
　光学系を介して結合される被写体像を撮像する撮像手段と、前記撮像手段により得られ
た画像を表示するための表示手段であって、表示面の向きを変えられる表示手段と、を備
える撮像装置の制御方法であって、
　前記表示面の向きに応じて、前記表示面の明るさを制御する制御ステップを備え、
　所定の撮影モードが設定されているときに、前記制御ステップでは、前記表示面が被写
体側を向いている場合には、前記表示面が被写体側を向いていない場合と比べて、前記表
示面の明るさを暗くする第１の制御を実行し、
　前記表示面が被写体側を向いている場合であっても、前記撮像手段により得られた画像
の明るさが所定の明るさより明るいときには、前記第１の制御を実行しないことを特徴と
する撮像装置の制御方法。
【請求項１０】
　光学系を介して結合される被写体像を撮像する撮像手段と、前記撮像手段により得られ
た画像を表示するための表示手段であって、表示面の向きを変えられる表示手段と、を備
える撮像装置の制御方法であって、
　前記表示面の向きに応じて、前記表示面の明るさを制御する制御ステップを備え、
　所定の撮影モードが設定されているときに、前記制御ステップでは、前記表示面が被写
体側を向いている場合に、前記光学系が内部に配置された鏡筒の長さが所定の長さ未満の
ときには、鏡筒の長さが所定の長さ以上のときと比べて、前記表示面の明るさを暗くする
第１の制御を実行することを特徴とする撮像装置の制御方法。
【請求項１１】
　光学系を介して結合される被写体像を撮像する撮像手段と、前記撮像手段により得られ
た画像を表示するための表示手段であって、表示面の向きを変えられる表示手段と、を備
える撮像装置を制御するためのプログラムであって、
　前記表示面の向きに応じて、前記表示面の明るさを制御する制御ステップをコンピュー
タに実行させ、
　所定の撮影モードが設定されているときに、前記制御ステップでは、前記表示面が被写
体側を向いている場合には、前記表示面が被写体側を向いていない場合と比べて、前記表
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示面の明るさを暗くする第１の制御を実行し、
　前記表示面が被写体側を向いている場合であっても、前記撮像手段により得られた画像
の明るさが所定の明るさより明るいときには、前記第１の制御を実行しないことを特徴と
するプログラム。
【請求項１２】
　光学系を介して結合される被写体像を撮像する撮像手段と、前記撮像手段により得られ
た画像を表示するための表示手段であって、表示面の向きを変えられる表示手段と、を備
える撮像装置を制御するためのプログラムであって、
　前記表示面の向きに応じて、前記表示面の明るさを制御する制御ステップをコンピュー
タに実行させ、
　所定の撮影モードが設定されているときに、前記制御ステップでは、前記表示面が被写
体側を向いている場合に、前記光学系が内部に配置された鏡筒の長さが所定の長さ未満の
ときには、鏡筒の長さが所定の長さ以上のときと比べて、前記表示面の明るさを暗くする
第１の制御を実行することを特徴とするプログラム。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、撮像装置、撮像装置の制御方法及びプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　電子カメラは、撮像レンズを透過した光束を撮像素子で電気信号に変換し、更に撮像回
路でデジタル画像信号に変換した後に、ＪＰＥＧ等の圧縮技術により圧縮してメモリに記
憶する。
　従来の電子カメラの撮影においては、被写体の観察は光学ファインダーによって行われ
ていた。しかし、最近では、撮像素子で取得した画像を液晶モニタ等の表示機器によって
表示し、これを利用者が観察しながら撮影ができるライブビュー機能付きの電子カメラが
市販されている。また、液晶モニタは利用者が見易くなるように、カメラ本体に対して角
度を付けることができるバリアングル液晶が採用され、ライブビュー機能を重視し、使い
易いカメラとなるように作られている。
【０００３】
　このような電子カメラにおいては、バルブ撮影における露光途中の画像の明るさを確認
することができない。このため、撮影が終了して初めて撮影した画像を確認することにな
る。そこで、特許文献１では、時間分割で画像データを連続的に読み出しながら、順次読
みだした画像データを加算し、加算で得られたバルブ撮影画像を順次表示機器に表示しな
がらバルブ撮影を行う電子カメラが提案されている。
　また、電子カメラの表示機器を点灯させて画像を確認するためには、バックライトの点
灯制御を行う必要がある。特許文献２では、近接した被写体を撮影するマクロ撮影モード
が設定された場合、適切な露光が妨げられる影響を考慮して、バックライトを点灯させな
いように制御する技術が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００５－１１７３９５号公報
【特許文献２】特開２００４－２２２０３７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、特許文献１には、表示機器のバックライトの点灯による撮影データへの
影響についての記述がない。すなわち、バルブ撮影を必要とする環境では環境光が暗い状
況が考えられる。この環境光が暗い状況で表示機器に画像を表示すると、表示機器のバッ
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クライトが撮影データに影響を与えることが考えられるものの、この点について特許文献
１には記述がない。
　また、特許文献２に記載の技術のように、所定のモードが設定されたときにバックライ
トを点灯させないように制御した場合、この所定のモードのときは撮影中の画像を確認す
ることができず、利便性の低い電子カメラとなってしまう。
【０００６】
　そこで本発明は、被写体の撮影に影響を与えず、使用時の利便性を向上させた撮像装置
の提供を目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の撮像装置は、光学系を介して結合される被写体像を撮像する撮像手段と、記撮
像手段により得られた画像を表示するための表示手段であって、表示面の向きを変えられ
る表示手段と、前記表示面の向きに応じて、前記表示面の明るさを制御する制御手段と、
を備え、所定の撮影モードが設定されているときに、前記制御手段は、前記表示面が被写
体側を向いている場合には、前記表示面が被写体側を向いていない場合と比べて、前記表
示面の明るさを暗くする第１の制御を実行し、前記表示面が被写体側を向いている場合で
あっても、前記撮像手段により得られた画像の明るさが所定の明るさより明るいときには
、前記第１の制御を実行しないことを特徴とする。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明の撮像装置は、被写体の撮影に影響を与えず、使用時の利便性を向上させること
ができる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】撮像装置の構成を示すブロック図である。
【図２】撮像装置がバルブ撮影中の確認画像を画像表示部に表示する処理の流れを示すチ
ャート図である。
【図３】撮像装置がバルブ撮影中に確認画像を表示する処理のフローチャートである。
【図４】撮像装置がバルブ撮影中に確認画像を表示する他の処理のフローチャートである
。
【図５】撮像装置の注意画面を表示する処理のフローチャートである。
【図６】撮像装置に表示される注意画面の図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　以下、添付図面を参照して、本発明の好適な実施形態について説明する。
　はじめに、図１を参照して本実施形態の撮像装置１の構成を説明する。図１は撮像装置
１の構成を示すブロック図である。本実施形態では、撮像装置１としてレンズ交換可能な
一眼レフタイプのデジタルスチルカメラを例に挙げて説明する。
【００１１】
　図１に示すように、撮像装置１は、主にカメラ本体１００と、交換レンズタイプのレン
ズユニット３００とを備える。
　まず、レンズユニット３００に含まれる構成について説明する。
　撮像レンズ３１０は複数のレンズから成る。なお、撮像レンズ３１０は光学系の一例で
ある。
　絞り３１２は、レンズユニット３００から入射する光量を調整する光量制限部として機
能する。
　レンズマウント３０６は、レンズユニット３００とカメラ本体１００とを機械的に結合
する。また、レンズマウント３０６は、レンズユニット３００とカメラ本体１００とを電
気的に接続する各種機能を備える。
　インターフェース３２０は、レンズマウント３０６において、レンズユニット３００を



(5) JP 6611566 B2 2019.11.27

10

20

30

40

50

カメラ本体１００に接続するためのインターフェースである。
【００１２】
　コネクタ３２２は、レンズユニット３００とカメラ本体１００とを電気的に接続する。
コネクタ３２２は、カメラ本体１００とレンズユニット３００との間で制御信号、状態信
号、データ信号等を伝え合うと共に、各種電圧の電流を供給される機能も備えている。コ
ネクタ３２２は電気通信のみならず、光通信、音声通信等を用いて通信を行う構成として
もよい。
　絞り制御部３４０は、カメラ本体１００の測光制御部４６からの測光情報に基づいて、
カメラ本体１００のシャッター１２を制御するシャッター制御部４０と連携しながら、絞
り３１２を制御する。
　フォーカス制御部３４２は、撮像レンズ３１０のフォーカシングを制御する。
　ズーム制御部３４４は、撮像レンズ３１０のズーミングを制御する。
　レンズシステム制御回路３５０は、レンズユニット３００全体を制御する。レンズシス
テム制御回路３５０は、動作用の定数、変数、プログラム等を記憶するメモリを備える。
さらに、レンズシステム制御回路３５０は、レンズユニット３００固有の番号等の識別情
報、管理情報、開放絞り値や最小絞り値、焦点距離等の機能情報、現在や過去の各設定値
等を保持する不揮発性メモリを備える。
【００１３】
　次に、カメラ本体１００の構成について説明する。
　レンズマウント１０６は、カメラ本体１００とレンズユニット３００とを機械的に結合
する。
　ミラー１３０、１３２は、撮像レンズ３１０に入射した光線を一眼レフ方式によって光
学ファインダー１０４に導く。ミラー１３０はクイックリターンミラーの構成であっても
、ハーフミラーの構成であってもよい。
　シャッター１２は、フォーカルプレーン式のシャッターである。
　撮像素子１４は、ＣＣＤ、ＣＭＯＳセンサ等からなり、被写体像を光電変換する。
　光学素子１４ａは、例えば光学ローパスフィルターであり、撮像素子１４の前方に配置
される。
　撮像レンズ３１０に入射した光線は、一眼レフ方式によって絞り３１２、レンズマウン
ト３０６及び１０６、ミラー１３０、シャッター１２を介して導かれ、光学像として撮像
素子１４上に結像される。
【００１４】
　Ａ／Ｄ変換器１６は、撮像素子１４から出力されるアナログ信号（出力信号）をデジタ
ル信号に変換する。
　タイミング発生回路１８は、撮像素子１４、Ａ／Ｄ変換器１６、Ｄ／Ａ変換器２６にそ
れぞれクロック信号や制御信号を供給し、メモリ制御回路２２及びシステム制御回路５０
により制御される。
　画像処理回路２０は、Ａ／Ｄ変換器１６からのデータあるいはメモリ制御回路２２から
のデータに対して所定の画素補間処理や色変換処理を行う。また、画像処理回路２０は、
必要に応じて、Ａ／Ｄ変換器１６から出力される画像データを用いて所定の演算処理を行
う。さらに、画像処理回路２０は、Ａ／Ｄ変換器１６から出力される画像データを用いて
所定の演算処理を行い、得られた演算結果に基づいてＴＴＬ方式のＡＷＢ（オートホワイ
トバランス）処理を行う。
【００１５】
　メモリ制御回路２２は、Ａ／Ｄ変換器１６、タイミング発生回路１８、画像処理回路２
０、画像表示メモリ２４、Ｄ／Ａ変換器２６、メモリ３０、及び、圧縮伸長回路３２を制
御する。Ａ／Ｄ変換器１６から出力される画像データは、画像処理回路２０及びメモリ制
御回路２２を介して、又は、メモリ制御回路２２のみを介して、画像表示メモリ２４又は
メモリ３０に書き込まれる。
　画像表示メモリ２４は、画像表示部２８に表示される画像データ等を格納する。
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　Ｄ／Ａ変換器２６は、画像表示メモリ２４に記憶される画像データ等のデジタル信号を
アナログ信号に変換する。
【００１６】
　画像表示部２８は、画像表示メモリ２４に書き込まれた表示用の画像データ等をＤ／Ａ
変換器２６を介して表示する。画像表示部２８はバリアングルモニタであり、カメラ本体
１００に対して画像表示部２８を動かすことで、画像表示部２８の表示面の向く方向を、
次の第１の方向、第２の方向、又は、第１の方向と第２の方向との間の方向に変更できる
。第１の方向は、撮像レンズ３１０の向く方向と等しい方向である。第２の方向は、撮像
レンズ３１０の向く方向と反対方向である。
　また、画像表示部２８は、ＴＦＴ（Thin Film Transistor）方式のＬＣＤ（liquid cry
stal display）等から成る。画像表示部２８を用いて撮像した画像データを逐次表示する
ことで、ＥＶＦ（電子ビューファインダー）機能を実現できる。また、画像表示部２８は
、システム制御回路５０の指示により、任意に、表示状態（ＯＮ）にしたり非表示状態（
ＯＦＦ）にしたりできる。画像表示部２８が表示状態のときは画像表示部２８が備えるバ
ックライトは点灯し、画像表示部２８が非表示状態のときは画像表示部２８のバックライ
トは消灯する。画像表示部２８が非表示状態のときはカメラ本体１００の電力消費を大幅
に低減することができる。
【００１７】
　メモリ３０は、撮影した静止画像あるいは動画像等を格納する。メモリ３０は、所定枚
数の静止画像あるいは所定量の動画像を格納するのに十分な記憶容量を備える。これによ
り、複数枚の静止画像を連続して撮影する連写撮影やパノラマ撮影の場合にも、高速かつ
大量の画像書き込みをメモリ３０に対して行うことが可能となる。また、動画撮影時には
、所定レートで連続的に書き込まれる画像のフレームバッファとして使用される。さらに
、メモリ３０は、システム制御回路５０の作業領域としても使用することが可能である。
　画像合成回路３１は、複数の画像を合成して１枚の合成写真を作成する。画像合成回路
３１は、メモリ３０に書き込まれている画像データ等を複数同時に読み込み、回路内で合
成処理を実施して合成画像データを作成する。作成された合成画像データは、メモリ３０
又は画像表示メモリ２４に書き込まれる。画像合成回路３１が処理の対象とする画像デー
タは、Ａ／Ｄ変換器１６によって変換されてメモリ制御回路２２によって書き込まれた画
像データや、画像処理回路２０によって画像処理された画像データである。
【００１８】
　圧縮伸長回路３２は公知の圧縮方法を用いて画像データを圧縮又は伸長する。圧縮伸長
回路３２は、メモリ３０に格納された画像を読み込んで圧縮処理又は伸長処理を行い、処
理を終えたデータを再びメモリ３０に書き込む。圧縮伸長回路３２は、さらに、動画像デ
ータを所定のフォーマットに圧縮符号化し、又は所定の圧縮符号化データから動画像信号
を伸張する機能を有する。
　輝度検出回路３３は、画像データの輝度を検出する。輝度検出回路３３は、メモリ３０
に記憶された画像データを読み込んで輝度を検出することが可能である。
　シャッター制御部４０は、測光制御部４６からの測光情報に基づいて絞り３１２を制御
する絞り制御部３４０と連携しながらシャッター１２を制御する。
　焦点調節部４２は、ＡＦ（オートフォーカス）処理のための焦点調整を行う。また、焦
点調節部４２は、光学像として結像された画像の合焦状態を測定する。この結像された画
像は、レンズユニット３００内の撮像レンズ３１０に入射した光線を絞り３１２、レンズ
マウント３０６、レンズマウント１０６、ミラー１３０及び焦点調節用サブミラー（不図
示）を介して一眼レフ方式で入射させることにより得られる。
【００１９】
　測光制御部４６は、ＡＥ（自動露出）処理のための測光を制御する。測光制御部４６は
、光学像として結像された画像の露出状態を測定する。この結像された画像は、レンズユ
ニット３００内の撮像レンズ３１０に入射した光線を、絞り３１２、レンズマウント３０
６、レンズマウント１０６、ミラー１３０及び測光用サブミラー（図示せず）を介して一
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眼レフ方式で入射させることにより得られる。
　なお、焦点調節部４２による測定結果と、Ａ／Ｄ変換器１６からの画像データを画像処
理回路２０によって演算した演算結果とを用いて、ＡＦ制御を行うようにしてもよい。さ
らに、測光制御部４６による測定結果と、Ａ／Ｄ変換器１６からの画像データを画像処理
回路２０によって演算した演算結果とを用いて露出制御を行うようにしてもよい。
　システム制御回路５０は、カメラ本体１００全体を制御し、周知のＣＰＵ等を内蔵する
。システム制御回路５０は、画像処理回路２０の演算結果から、シャッター制御部４０、
焦点調節部４２等を制御して、コントラスト方式のＡＦ処理、ＡＥ処理、ＥＦ（フラッシ
ュプリ発光）処理を行うことができる。
　メモリ５２は、システム制御回路５０の動作用の定数、変数、プログラム等を記憶する
。
【００２０】
　通知部５４は、システム制御回路５０でのプログラムの実行に応じて、文字、画像、音
声等を用いて動作状態やメッセージ等を外部に通知する。通知部５４としては、例えばＬ
ＣＤやＬＥＤ（light emitting diode）等による視覚的な表示を行う表示部や音声による
通知を行う発音素子等が用いられる。通知部５４は、これら表示部や発音素子等のうち１
つ以上の組み合わせにより構成される。特に、通知部５４が表示部のときは、カメラ本体
１００の操作部７０近辺であって、一箇所以上の視認しやすい位置に設置される。また、
通知部５４は、一部の機能が光学ファインダー１０４内に設置される。通知部５４の表示
部として画像表示部２８を用いてもよい。
【００２１】
　通知部５４による通知として、画像表示部２８に次の表示がされる。すなわち、単写／
連写撮影表示、セルフタイマー表示等、撮影モードに関する表示がされる。また、圧縮率
表示、記録画素数表示、記録枚数表示、残撮影可能枚数表示等の記録に関する表示がされ
る。また、シャッター速度表示、絞り値表示、露出補正表示、調光補正表示、外部フラッ
シュ発光量表示、赤目緩和表示等の撮影条件に関する表示がされる。また、マクロ撮影表
示、ブザー設定表示、電池残量表示、エラー表示、複数桁の数字による情報表示、記録媒
体２００の着脱状態の表示がされる。また、レンズユニット３００の着脱状態表示、通信
Ｉ／Ｆ動作表示、日付・時刻表示、外部コンピュータとの接続状態を示す表示等がされる
。
　通知部５４による通知として、光学ファインダー１０４に、例えば、次の表示がされる
。すなわち、合焦表示、撮影準備完了表示、手振れ警告表示、フラッシュ充電表示、フラ
ッシュ充電完了表示、シャッター速度表示、絞り値表示、露出補正表示、記録媒体書き込
み動作表示等がされる。
【００２２】
　不揮発性メモリ５６は、後述するプログラム等が格納される。不揮発性メモリ５６は、
電気的に消去及び記録が可能な不揮発性メモリであり、例えばＥＥＰＲＯＭ等が用いられ
る。
　光学情報格納メモリ５８は、レンズユニット３００からコネクタ１２２を介して得られ
る、各種レンズ情報を記憶する。
【００２３】
　モードダイアルスイッチ６０、第１シャッタースイッチ６２、第２シャッタースイッチ
６４及び操作部７０は、システム制御回路５０の各種動作の指示を入力するための操作部
である。モードダイアルスイッチ６０、第１シャッタースイッチ６２、第２シャッタース
イッチ６４及び操作部７０は、スイッチやダイアル、タッチパネル、視線検知によるポイ
ンティング、音声認識装置等の単数或いは複数の組み合わせで構成される。
　モードダイアルスイッチ６０により、撮像装置１の利用者は、撮像装置１が持つ撮影モ
ードを設定できる。撮像装置１の撮影モードには、自動撮影モード、プログラム撮影モー
ド、シャッター速度優先撮影モード、絞り優先撮影モード、マニュアル撮影モード、焦点
深度優先（デプス）撮影モードがある。さらに、撮像装置１の撮影モードには、ポートレ
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ート撮影モード、風景撮影モード、接写撮影モード、スポーツ撮影モード、夜景撮影モー
ド、パノラマ撮影モード等がある。
【００２４】
　第１シャッタースイッチ６２は、不図示のシャッターボタンの操作途中（例えば半押し
）でＯＮとなり、第１信号ＳＷ１をシステム制御回路５０に通知することで、ＡＦ処理、
ＡＥ処理、ＡＷＢ処理、ＥＦ処理等の動作開始を指示する。
　第２シャッタースイッチ６４は、不図示のシャッターボタンの操作完了（例えば全押し
）でＯＮとなり、第２信号ＳＷ２をシステム制御回路５０に通知する。この通知により、
露光処理、現像処理、及び記録処理からなる一連の処理の動作開始を指示する。
　まず、露光処理では、撮像素子１４から読み出された信号が、Ａ／Ｄ変換器１６、メモ
リ制御回路２２を介してメモリ３０に書き込まれる。次に、現像処理では、画像処理回路
２０やメモリ制御回路２２での演算を用いた処理が行われる。次に、記録処理では、メモ
リ３０から画像データが読み出され、圧縮伸長回路３２で圧縮され、記録媒体２００に書
き込まれる。
【００２５】
　操作部７０は、各種ボタンやタッチパネル等から構成される。一例として、操作部７０
は、ライブビュー開始／停止ボタン、動画記録開始／停止ボタン、メニューボタン、セッ
トボタン、マルチ画面再生改ページボタン、フラッシュ設定ボタン、単写／連写／セルフ
タイマー切り替えボタンを備える。
　また、操作部７０は、メニュー移動＋（プラス）ボタン、メニュー移動－（マイナス）
ボタン、電子ズーム＋（プラス）ボタン、電子ズーム－（マイナス）ボタン、ライブビュ
ー拡大＋（プラス）ボタン、ライブビュー拡大－（マイナス）ボタンを備える。
【００２６】
　また、操作部７０は、再生画像移動＋（プラス）ボタン、再生画像移動－（マイナス）
ボタン、撮影画質選択ボタン、露出補正ボタン、調光補正ボタン、外部フラッシュ発光量
設定ボタン、日付／時間設定ボタン等を備える。なお、上記プラスボタン及びマイナスボ
タンは、回転ダイアルスイッチを備えることによって、より軽快に数値や機能を選択する
ことが可能となる。
　また、操作部７０は、画像表示部２８の表示状態（ＯＮ）及び非表示状態（ＯＦＦ）の
設定をする画像表示ＯＮ／ＯＦＦスイッチを備える。
　また、操作部７０は、撮影直後に撮影した画像データを自動再生するクイックレビュー
機能を設定するクイックレビューＯＮ／ＯＦＦスイッチを備える。
【００２７】
　また、操作部７０は、ＪＰＥＧ圧縮の圧縮率を選択するため、又は、撮像素子の信号を
そのままデジタル化して記録媒体に記録するＲＡＷモードを選択するためのスイッチであ
る圧縮モードスイッチを備える。
　また、操作部７０は、ワンショットＡＦモードとサーボＡＦモードとを設定可能なＡＦ
モード設定スイッチ等を備える。ワンショットＡＦモードでは、第１シャッタースイッチ
６２がＯＮになったときにＡＦ動作を開始し、一旦合焦した場合、その合焦状態を保ち続
ける。サーボＡＦモードでは、第１シャッタースイッチ６２がＯＮの間、連続してＡＦ動
作を続ける。
【００２８】
　電源制御部８０は、電池検出回路、ＤＣ－ＤＣコンバータ、通電するブロックを切り替
えるスイッチ回路等を備える。電源制御部８０は、電池の装着の有無、電池の種類、電池
残量の検出を行い、検出結果及びシステム制御回路５０の指示に基づいてＤＣ－ＤＣコン
バータを制御し、必要な電圧を必要な期間、記録媒体を含む各部へ供給する。
　コネクタ８２は、電源制御部８０に電気的に接続する。
　コネクタ８４は、電源部８６に電気的に接続する。コネクタ８２とコネクタ８４とは着
脱可能である。
　電源部８６は、アルカリ電池やリチウム電池等の一次電池、ＮｉＣｄ電池やＮｉＭＨ電
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池、Ｌｉ‐ｉｏｎ電池、Ｌｉポリマー電池等の二次電池、ＡＣアダプター等からなる電源
である。
【００２９】
　インターフェース９０は、メモリカードやハードディスク等の記録媒体やＰＣと、カメ
ラ本体１００とのインターフェースである。
　コネクタ９２は、メモリカードやハードディスク等の記録媒体やＰＣと接続を行うコネ
クタである。
　記録媒体着脱検知回路９８は、コネクタ９２に記録媒体２００が装着されているか否か
を検知する。
　インターフェース９０及びコネクタ９２としては、種々の記憶媒体の規格に準拠したも
のを用いて構成することが可能である。例えば、ＰＣＭＣＩＡ（Personal Computer Memo
ry Card International Association）カードやＣＦ（コンパクトフラッシュ（登録商標
））カード、ＳＤカード等である。インターフェース９０、そしてコネクタ９２をＰＣＭ
ＣＩＡカードやＣＦカード等の規格に準拠したものを用いて構成した場合、各種通信カー
ドを接続することができる。通信カードとしては、ＬＡＮカードやモデムカード、ＵＳＢ
（Universal Serial Bus）カード、ＩＥＥＥ（Institute of Electrical and Electronic
 Engineers）１３９４カードがある。他にも、Ｐ１２８４カード、ＳＣＳＩ（Small Comp
uter System Interface）カード、ＰＨＳ等がある。これら各種通信カードを接続するこ
とにより、他のコンピュータやプリンタ等の周辺機器との間で画像データや画像データに
付属した管理情報を転送し合うことができる。
【００３０】
　光学ファインダー１０４は、撮像レンズ３１０に入射した光線を、一眼レフ方式によっ
て、絞り３１２、レンズマウント３０６、レンズマウント１０６、ミラー１３０、ミラー
１３２を介して導き、光学像として結像させて表示できる。これにより、画像表示部２８
による電子ファインダー機能を使用すること無しに、光学ファインダーのみを用いて撮影
できる。また、光学ファインダー１０４は、通知部５４の一部の機能として使用され、例
えば、合焦状態、手振れ警告、フラッシュ充電、シャッター速度、絞り値、露出補正等を
表示する。
【００３１】
　インターフェース１２０は、レンズマウント１０６内でカメラ本体１００をレンズユニ
ット３００と接続する。
　コネクタ１２２は、カメラ本体１００とレンズユニット３００とを電気的に接続する。
また、レンズマウント１０６及びコネクタ１２２にレンズユニット３００が装着されてい
るか否かは、不図示のレンズ着脱検知部により検知される。コネクタ１２２はカメラ本体
１００とレンズユニット３００との間で制御信号、状態信号、データ信号等を伝え合うと
共に、各種電圧の電流を供給する機能を備える。また、コネクタ１２２は電気通信だけで
なく、光通信、音声通信により通信を行う構成としてもよい。
【００３２】
　記録媒体２００は、メモリカードやハードディスク等の記録媒体である。記録媒体２０
０は、半導体メモリや磁気ディスク等から構成される記録部２０２、カメラ本体１００と
のインターフェース２０４、及び、カメラ本体１００と接続を行うコネクタ２０６を備え
る。記録媒体２００としては、ＰＣＭＣＩＡカードやコンパクトフラッシュ（登録商標）
等のメモリカード、ハードディスク等を用いることができる。また、マイクロＤＡＴ、光
磁気ディスク、ＣＤ－ＲやＣＤ－ＲＷ等の光ディスク、ＤＶＤ等の相変化型光ディスク等
で構成されていてもよい。
【００３３】
　このように構成される撮像装置１を使い、撮像装置１をバルブ撮影のためのモードに設
定することで、利用者はバルブ撮影を行うことができる。バルブ撮影では、利用者が露光
時間を決めて長時間の露光を行ったり、周期的に複数回の露光を行ったりできる。バルブ
撮影中に、利用者は、撮影中の画像データを画像表示部２８に表示させて、バルブ撮影中
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の画像の明るさを確認できる。以降では、画像表示部２８に表示される撮影中の画像デー
タを確認画像という。
　次に、図２を参照して、バルブ撮影中の確認画像を画像表示部２８に表示する処理の流
れを説明する。図２は、撮像装置１がバルブ撮影中の確認画像を画像表示部２８に表示す
る処理の流れを示すチャート図である。
【００３４】
　バルブ撮影中の撮像装置１の処理は、蓄積３０１と読出し３０２と加算３０３と画像処
理３０４と表示３０５とを備える。
　蓄積３０１では、撮像素子１４の各画素への電荷の蓄積３０１が行われる。蓄積３０１
が開始してから蓄積期間Ｐが経過すると、次に説明する読出し３０２が行われて、撮像素
子１４の各画素の電荷が０になり、再び蓄積３０１が開始する。すなわち、図２に示すよ
うに、蓄積３０１Ａ、蓄積３０１Ｂ、蓄積３０１Ｃと、蓄積３０１が繰り返される。この
ため、撮像素子１４への露光が中断することはない。初回の蓄積３０１Ａは、利用者がシ
ャッターボタンを全押し第２シャッタースイッチ６４をＯＮにしてバルブ撮影を開始させ
て、システム制御回路５０が画像の露光開始の指示をしたときに始まる。
【００３５】
　読出し３０２では、蓄積３０１が開始してから蓄積期間Ｐの経過後に、撮像素子１４の
各画素の電荷がアナログの画像データとして取り出される。撮像素子１４から取り出され
る画像データは、それまでに撮像素子１４の各画素に蓄積された電荷である。撮像素子１
４から画像データを取り出した瞬間に、撮像素子１４の各画素に蓄積された電荷は０にな
る。アナログの画像データは、Ａ／Ｄ変換器１６により、デジタルの画像データに変換さ
れ、メモリ制御回路２２によってメモリ３０に書き込まれる。こうして、読出し３０２で
は、撮像素子１４の各画素の電荷から、デジタルの画像データが生成される。読出し３０
２は、図２に示すように、蓄積期間Ｐ毎に行われる。また、読出し３０２と、読出し３０
２の開始後に始まる蓄積３０１とは、並列に行われる。例えば、読出し３０２Ａと蓄積３
０１Ｂとは並列に行われる。
【００３６】
　加算３０３では、読出し３０２の後に、直前の読出し３０２でメモリ３０に書き込まれ
た画像データと、前回の加算３０３で生成した加算画像データとの加算処理が実施され、
新たな加算画像データが生成されて、メモリ３０に書き込まれる。加算処理は画像合成回
路３１によって実施される。
　バルブ撮影開始後の初回の加算３０３Ａでは加算処理の対象となる加算画像データが存
在しないため、加算処理は省略される。ただし、読出し３０２でメモリ３０に書き込まれ
た画像データが、加算処理で生成された加算画像データとして扱われる。
　２回目の加算３０３Ｂでは、１回目の加算３０３Ａでメモリ３０に書き込まれた加算画
像データと、２回目の読出し３０２Ｂでメモリ３０に書き込まれた画像データとの加算処
理が実施され、新たな加算画像データが生成されて、メモリ３０に書き込まれる。
　３回目以降の加算３０３は、２回目の加算３０３Ｂと同様に、前回の加算３０３でメモ
リ３０に書き込まれた加算データと、直前の読出し３０２でメモリ３０に書き込まれた画
像データとの加算処理が実施され、新たな加算画像データが生成される。新たな加算画像
データはメモリ３０に書き込まれる。
　こうして、加算３０３によって、バルブ撮影の開始後の初回の読出し３０２で生成され
た画像データ（撮像素子１４の各画素から生成された画像データ）から、加算３０３の直
前の読出し３０２で生成された画像データまでの加算画像データが生成される。
【００３７】
　画像処理３０４は、加算３０３の後に実施される。画像処理３０４では、加算３０３で
生成されてメモリ３０に保存されている加算画像データが、画像処理回路２０により画像
処理されて、表示可能な画像データが生成される。この表示可能な画像データは、メモリ
制御回路２２によって画像表示メモリ２４に書き込まれる。
　表示３０５では、画像表示メモリ２４に書き込まれた画像データ（画像処理された加算
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画像データ）が、確認画像として画像表示部２８に表示される。利用者は、確認画像を参
照して、バルブ撮影中の画像の明るさを確認できる。
【００３８】
　上記の通り、蓄積３０１は蓄積期間Ｐの間行われる。初回の蓄積３０１Ａが蓄積期間Ｐ
の間行われた後、初回の読出し３０２Ａが始まり、撮像素子１４の各画素の電荷が取り出
される。また、読出し３０２Ａと並行して、２回目の蓄積３０１Ｂが始まる。初回の読出
し３０２Ａが終了すると、初回の加算３０３Ａが始まる。ただし、上記の通り、初回の加
算３０３Ａでは加算処理の対象となる加算画像データが存在しないため、加算処理は省略
される。初回の加算３０３Ａの終了後、加算画像データについて、初回の画像処理３０４
Ａが始まる。初回の画像処理３０４Ａの終了後、初回の表示３０５Ａが行われ、画像処理
された加算画像データが、確認画像として画像表示部２８に表示される。
　同様に、２回目の蓄積３０１Ｂの終了後に、２回目の読出し３０２Ｂ、加算３０３Ｂ、
画像処理３０４Ｂ及び表示３０５Ｂが順番に行われる。また、２回目の読出し３０２Ｂと
並行して３回目の蓄積３０１Ｃが開始する。
【００３９】
　図２に示す例では、初回の読出し３０２Ａ、加算３０３Ａ及び画像処理３０４Ａは蓄積
期間Ｐに収まっている。ｎ回目の画像処理３０４で処理される加算画像データは、ｎ回目
の画像処理３０４が完了するまでは、（ｎ＋１）回目の蓄積３０１による画像データを加
算処理する（ｎ＋１）回目の加算３０３によって上書きされてはいけない。このため、ｎ
回目の読出し３０２からｎ回目の画像処理３０４までの処理が、次の画像の一連の処理と
は重ならないように処理される必要がある。
　仮に処理が重なる場合は、ｎ回目の加算３０３により加算された加算画像データと（ｎ
＋１）回目の加算３０３によって加算された加算画像データとは、メモリ３０での格納領
域を分ける必要がある。このようにメモリ３０での格納領域を分けることにすると、バル
ブ撮影のように長時間撮影する場合、大容量のメモリ３０が必要になる。そこで、一連の
画像処理が重ならないようにし、加算画像データはメモリ３０の同一領域に格納されるよ
うにすることで、メモリを大量消費することがなくなり、長時間のバルブ撮影を可能にす
る。
【００４０】
　利用者が撮像装置１を使ってバルブ撮影を行うのは、環境光が暗い状態のときであるこ
とが想定される。このため、バルブ撮影中の画像の明るさを利用者が確認できるようにす
るために画像表示部２８のバックライトを点灯して確認画像を表示すると、撮像装置１の
状態によっては、画像表示部２８のバックライトの光が画像データに影響を与えるおそれ
がある。したがって、撮像装置１の状態によって画像表示部２８の点灯制御を切り替える
必要がある。
【００４１】
　上記の通り、画像表示部２８はバリアングルモニタ（ＴＦＴ方式のＬＣＤのときはバリ
アングルＴＦＴ）であり、画像表示部２８の表示面の向きを切り替えることができる。撮
像装置１は、画像表示部２８の表示面の向きに応じて画像表示部２８の表示面の明るさを
制御する。具体的には、撮像装置１は、画像表示部２８の表示面が被写体側を向いている
場合には、画像表示部２８のバックライトの光が撮像レンズ３１０を通して撮像素子１４
に届き、画像データに影響を与えることが考えられる。このため、撮像装置１は、画像表
示部２８の表示面が被写体側を向いている場合には、画像表示部２８のバックライトを消
灯するように制御する。以降では、画像表示部２８の表示面が被写体側を向いていること
を、画像表示部２８の表示面が前向きである、ともいう。本実施形態では、画像表示部２
８の表示面の向く方向が、撮像レンズ３１０の向く方向と等しくなるとき、画像表示部２
８の表示面が被写体側を向いているものとする。
【００４２】
　次に、図３を参照して、バルブ撮影中に撮像装置１が確認画像を画像表示部２８に表示
する処理を説明する。図３は、撮像装置１がバルブ撮影中に確認画像を表示する処理のフ
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ローチャートである。
【００４３】
　図３の処理は、バルブ撮影の開始により始まる。
　ステップＳ１０１において、撮像素子１４は、図２で説明した蓄積３０１を行い、撮像
素子１４の各画素に電荷が蓄積される。
　ステップＳ１０２において、蓄積３０１が蓄積時間Ｐの間行われた後に、システム制御
回路５０の制御により、図２で説明した読出し３０２が行われ、撮像素子１４の各画素に
蓄積された電荷から画像データが生成される。
　ステップＳ１０３において、システム制御回路５０の制御により、図２で説明した加算
３０３が行われる。すなわち、前回の加算３０３で生成された加算画像データと、ステッ
プＳ１０２の読出し３０２で生成された画像データとが加算処理され、新たな加算画像デ
ータが生成される。
【００４４】
　ステップＳ１０４において、システム制御回路５０は、画像表示部２８の表示面の向き
を判定する。画像表示部２８におけるカメラ本体１００との取り付け部分のヒンジには、
角度センサが配置される。この角度センサが画像表示部２８の表示面の向き（画像表示部
２８のＬＣＤの角度）を検出する。
　システム制御回路５０は、画像表示部２８の表示面が前向きのとき、ステップＳ１０５
に処理を進める。システム制御回路５０は、ステップＳ１０５に処理を進めることで、画
像表示部２８のバックライトを消灯して、ステップＳ１０３で生成した加算画像データを
画像表示部２８に表示しないようにする。
　システム制御回路５０は、画像表示部２８の表示面が前向きではないとき、ステップＳ
１０６に処理を進める。そして、システム制御回路５０は、ステップＳ１０３で生成した
加算画像データを確認画像として画像表示部２８に表示する。
【００４５】
　ステップＳ１０５において、システム制御回路５０は、第２シャッタースイッチ６４が
ＯＦＦになったか否かを判定する。システム制御回路５０は、第２シャッタースイッチ６
４がＯＦＦのとき、図３の処理を終了する。システム制御回路５０は、第２シャッタース
イッチ６４がＯＮのとき処理をステップＳ１０１に戻し、撮像素子１４での露光を継続し
てバルブ撮影を続ける。
　ステップＳ１０６において、システム制御回路５０の制御により、図２で説明した画像
処理３０４が行われ、ステップＳ１０３で生成された加算画像データが、表示可能な画像
データに変換される。
　ステップＳ１０７において、システム制御回路５０の制御により、画像表示部２８のバ
ックライトが点灯される。
　ステップＳ１０８において、システム制御回路５０の制御により、ステップ１０６で生
成された表示可能な画像データが、確認画像として画像表示部２８に表示される。なお、
ステップＳ１０７及びステップＳ１０８が、図２の表示３０５に相当する。
　ステップ１０９において、画像データが画像表示部２８に一定時間表示された後、シス
テム制御回路５０の制御により、画像表示部２８のバックライトが消灯される。
【００４６】
　本実施形態の撮像装置１は、画像表示部２８の表示面の向く方向が撮像レンズ３１０の
向く方向と等しいとき、画像表示部２８のバックライトを消灯させる。したがって、環境
光が暗い場合であっても、画像表示部２８のバックライトによる画像データに影響を抑え
ることができる。すなわち、被写体の撮影に与える影響を抑えることができる。
　また、画像表示部２８の表示面の向く方向が撮像レンズ３１０の向く方向と等しくない
とき、画像表示部２８のバックライトを点灯させて、加算画像データを表示する。このた
め、利用者は、画像表示部２８の表示面の角度を変えることで、バルブ撮影中の画像を参
照して画像の明るさを確認できる。したがって、バルブ撮影時の撮像装置１の利便性が向
上する。
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【００４７】
　図３のように画像表示部２８の表示面の向きだけを画像表示部２８のバックライトを点
灯するか否かの判断材料とした場合、画像確認のための画像表示部２８のバックライトの
点灯の機会を失ってしまうおそれがある。このような状況を回避するために、画像表示部
２８の表示面の向き以外の情報も用いて、画像表示部２８のバックライトを点灯するか否
か複合的に判断してもよい。
　そこで、図４を参照して、画像表示部２８の表示面の向きに加えて、加算画像データの
明るさを考慮して、画像表示部２８のバックライトを点灯するか否かを判断する例を説明
する。図４は、撮像装置１がバルブ撮影中に確認画像を表示する処理のフローチャートで
ある。
【００４８】
　図４のステップＳ２０１からステップＳ２０４は、それぞれ、図３のステップＳ１０１
からＳ１０４までの処理と同様であるため、説明を省略する。ただし、ステップＳ２０４
において、システム制御回路５０は、画像表示部２８の表示面が前向きのとき処理をステ
ップＳ２１０に進め、これ以外のとき処理をステップＳ２０５に進める。
【００４９】
　ステップＳ２１０において、システム制御回路５０の制御により、ステップＳ２０３で
生成された加算画像データの明るさを判定するためにヒストグラムが取得される。ヒスト
グラムの取得は、輝度検出回路３３によって行われる。
　ステップＳ２１１において、システム制御回路５０は、ステップＳ２１０で取得された
ヒストグラムから加算画像データの明るさを判断する。
　加算画像データが明るいと判断された場合には、画像表示部２８のバックライトを点灯
しても、バックライトの光による画像データへの影響は小さい。システム制御回路５０は
、加算画像データが明るいと判断した場合には、処理をステップＳ２０５に進める。
　加算画像データが暗いと判断された場合には、画像表示部２８のバックライトの光によ
る画像データへの影響は大きくなる。システム制御回路５０は、画像データが暗いと判断
した場合は、画像表示部２８のバックライトの点灯は行わずに、処理をステップＳ２０９
に進める。
【００５０】
　加算画像データが明るいか否かは、加算画像データが所定の明るさより明るいか否かで
判断するものとし、例えば次のように判断する。システム制御回路５０は、ステップＳ２
１０で取得されたヒストグラムから加算画像データの平均輝度を求めて、平均輝度が所定
の値より大きいとき、加算画像データは明るいと判断する。なお、システム制御回路５０
は、ヒストグラムの度数が最も大きい輝度が、所定の値より大きいとき、加算画像データ
は明るいと判断してもよい。また、システム制御回路５０は、ヒストグラムを用いたその
他方法で加算画像データが明るいか否かを判断してもよい。
【００５１】
　ステップＳ２０５からステップＳ２０８は、それぞれ、加算画像データを画像表示部２
８に表示する図３のステップＳ１０６からステップＳ１０９までの処理と同様であるため
、説明を省略する。また、ステップＳ２０９は、図３のステップＳ１０５と同様の処理で
あるため説明を省略する。
【００５２】
　このように、撮像装置１が図４の処理を行う場合、加算画像データが明るいと判断され
ると、画像表示部２８の表示面が前向きでも、画像表示部２８のバックライトを点灯させ
て加算画像データを表示する。したがって、被写体の撮影に影響を与えない範囲で、画像
表示部２８に加算画像データを表示する場合が増えることになり、バルブ撮影時の撮像装
置１の利便性が向上する。
【００５３】
　次に、第２シャッタースイッチ６４がＯＦＦになり、バルブ撮影を終了するときの動作
を説明する。
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　図３及び図４の例では、ステップＳ１０３及びステップＳ２０３の加算３０３の処理の
後に、所定の処理がされてから、ステップＳ１０５及びステップＳ２０９で第２シャッタ
ースイッチ６４がＯＦＦになったか否かが判断される。しかし、利用者が撮像装置１のシ
ャッタースイッチを操作して第２シャッタースイッチ６４をＯＦＦにすると、図３及び図
４で第２シャッタースイッチ６４がＯＦＦになったか否かが判断される前であっても、露
光が終了する。このため、第２シャッタースイッチ６４がＯＦＦになったときを含む最後
の蓄積３０１では、撮像素子１４の各画素の露光時間は、図２の蓄積期間Ｐより短くなる
。そして、最後の読出し３０２、加算３０３及び画像処理３０４が行われて、最終的な画
像データが生成されて、画像表示部２８に表示される。
【００５４】
　最後の蓄積３０１の後に行われる最後の読出し３０２では、バルブ撮影中の読出し３０
２と同様に、撮像素子１４の各画素の電荷を取り出してデジタルの画像データが生成され
て、メモリ３０に書き込まれる。
　最後の加算３０３では、バルブ撮影中の加算３０３と同様に、前回の加算３０３で生成
されてメモリ３０に保存された加算画像データと、読出し３０２で生成された画像データ
とが、画像合成回路３１によって加算処理されて、最終的な画像データが生成される。
　最後の画像処理３０４では、最終的な画像データが画像処理回路２０により画像処理さ
れ、メモリ制御回路２２によって画像表示メモリ２４に書き込まれる。
　そして、画像表示メモリ２４に書き込まれた画像データが画像表示部２８に表示される
。
　こうして利用者は、バルブ撮影による最終的な画像データを参照して、画像の明るさを
確認できる。
【００５５】
　次に、図５を参照して、利用者が撮像装置１をバルブ撮影のためのモードに設定した時
の、撮像装置１の動作について説明する。図５は、撮像装置１のこの動作のフローチャー
トである。
　利用者がバルブ撮影のためのモードに設定したとき、画像表示部２８の表示面の向きに
よっては、利用者の期待とは異なり、バルブ撮影中の確認画像が画像表示部２８に表示さ
れない場合が生じる。そのために、利用者に確認画像が表示されない場合があることを知
らせることが必要である。本実施形態では、後に説明するように、図６の注意画面６０１
を表示して利用者に知らせる。
【００５６】
　ステップＳ３０１において、利用者が操作部７０を使って所定の操作をしたとき、シス
テム制御回路５０は撮像装置１をバルブ撮影のためのモードに設定する。
　ステップＳ３０２において、システム制御回路５０は、画像表示部２８の表示面の向き
を確認する。
　画像表示部２８の表示面が前向きになっている場合には、図３及び図４で説明したよう
に、撮像装置１は画像表示部２８のバックライトを点灯せず確認画像を表示しないことが
ある。このとき、システム制御回路５０は、利用者に注意を促すための画面を表示する必
要があると判断し、ステップＳ３０３に処理を進める。
　画像表示部２８の表示面が前向きではない場合には、画像表示部２８の表示面の向きが
変えられない限りバルブ撮影中の確認画像が画像表示部２８に表示される。このとき、シ
ステム制御回路５０は、利用者に注意を促すための画面を表示する必要がないと判断し、
図５の処理を終了する。
【００５７】
　ステップＳ３０３において、システム制御回路５０の制御により、画像表示部２８のバ
ックライトが点灯される。
　ステップＳ３０４において、システム制御回路５０の制御により、注意画面６０１が画
像表示部２８に表示される。注意画面６０１の例を図６に示す。注意画面６０１は、利用
者に確認画像が表示されない場合があることを通知することにより注意を促すための画面
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である。
【００５８】
　上記の図４では、画像表示部２８の表示面の向きに加えて、加算画像データの明るさを
考慮して、画像表示部２８のバックライトを点灯するか否かが判断される。しかし、画像
表示部２８の表示面の向きに加えて、撮像レンズ３１０が内部に配置される不図示の鏡筒
の長さを考慮して、画像表示部２８のバックライトを点灯するか否かが判断されるように
してもよい。鏡筒には、レンズユニット３００に含まれる各部が配置される。
　画像表示部２８の表示面が前向きであって、鏡筒の長さが所定の長さ未満のとき、シス
テム制御回路５０は、画像表示部２８のバックライトを消灯するように制御する。鏡筒の
長さが所定の長さ以上のとき、又は、画像表示部２８の表示面が前向きではないとき、シ
ステム制御回路５０は、画像表示部２８のバックライトを点灯して確認画像を表示するよ
うに制御する。
　鏡筒の長さが所定の長さより短いか否かは、例えば、システム制御回路５０が、インタ
ーフェース１２０を介してレンズユニット３００からレンズの識別情報を受信し、受信し
た識別情報に基づいて判断する。
【００５９】
　また、画像表示部２８の表示面の向きに加えて、撮像装置１から被写体までの距離を考
慮して、画像表示部２８のバックライトを点灯するか否かが判断されるようにしてもよい
。
　画像表示部２８の表示面が前向きであって、撮像装置１から被写体までの距離が所定の
距離より短いとき、システム制御回路５０は、画像表示部２８のバックライトを消灯する
ように制御する。被写体までの距離が所定の距離以上のとき、又は、画像表示部２８の表
示面が前向きではないとき、システム制御回路５０は、画像表示部２８のバックライトを
点灯して確認画像を表示するように制御する。
　また、画像表示部２８の表示面が前向きのとき、撮像装置１から被写体までの距離が長
いほど、画像表示部２８のバックライトを明るくするように制御してもよい。
　撮像装置１から被写体までの距離は、システム制御回路５０が画像データを解析したり
、利用者が撮像装置１に入力したり、撮像装置１が備える不図示のセンサによって計測し
たりして、得ることができる。
【００６０】
　上記の実施形態では、画像表示部２８の表示面の向き等に応じて、システム制御回路５
０は、画像表示部２８のバックライトを消灯するように制御する。しかし、システム制御
回路５０は、画像表示部２８のバックライトを消灯するように制御する代わりに、画像表
示部２８に、バルブ撮影における確認画像を表示しないように制御してもよい。このとき
、システム制御回路５０は、確認画像の代わりに、例えばメニュー画面や設定画面を表示
する。メニュー画面や設定画面は、通常被写体の撮影に影響を与える程の明るさではない
。また、利用者はバルブ撮影中でもメニュー画面や設定画面を操作できるようになる。し
たがって、被写体の撮影に与える影響を抑えて、使用時の利便性を向上させられる。なお
、システム制御回路５０は、メニュー画面や設定画面の明るさを暗くして表示してもよい
。
【００６１】
　また、システム制御回路５０は、画像表示部２８のバックライトを消灯するように制御
する代わりに、通常のバックライトの明るさよりも暗くなるようにバックライトを点灯す
るように制御してもよい。例えば、システム制御回路５０は、画像表示部２８の表示面が
被写体側を向いている場合には、画像表示部２８の表示面が被写体側を向いていない場合
と比べて、画像表示部２８の表示面の明るさを暗くするように制御してもよい。これによ
り利用者は、画像表示部２８の表示面が被写体側を向いている場合等であっても、被写体
の撮影に与える影響を抑えて確認画像を参照できる。このため、バルブ撮影時の撮像装置
１の利便性が向上する。
【００６２】
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　上記の実施形態では、画像表示部２８の表示面の向く方向が、撮像レンズ３１０の向く
方向と等しくなるとき、画像表示部２８の表示面が被写体側を向いているものとして扱わ
れる。しかし、撮像装置１から被写体像の中央に向かう方向と、画像表示部２８の表示面
の向く方向と、が所定の角度以内のとき、画像表示部２８の表示面が被写体側を向いてい
るものとして扱われるようにしてもよい。このようにすることで、被写体の撮影に与える
影響をさらに抑えることができる。なお、所定の角度は、例えば、画像表示部２８の表示
面からの光が撮影に影響を与えるような表示面の最大角度であり、予め撮像装置１に設定
されている値である。
【００６３】
　本発明は、上記の実施形態の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。
　以上、本発明を実施形態と共に説明したが、上記実施形態は本発明を実施するにあたっ
ての具体化の例を示したものに過ぎず、これらによって本発明の技術的範囲が限定的に解
釈されてはならないものである。すなわち、本発明はその技術思想、又はその主要な特徴
から逸脱することなく、様々な形で実施することができる。

【図１】 【図２】
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【図５】

【図６】
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