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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　撮像手段と、
　前記撮像手段によって撮像する画像のアスペクト比を設定する設定手段と、
　前記撮像手段により撮像された画像データを前記アスペクト比での撮影範囲を示して表
示手段に表示させる第１のモードと、前記撮像手段により撮像された画像データを前記表
示手段に表示させない第２のモードとを制御する表示制御手段とを有し、
　前記表示制御手段は、前記第２のモードにおいて、前記設定手段で設定されたアスペク
ト比での撮影範囲を示す情報と、該アスペクト比での撮影範囲内における焦点検出可能な
位置及び測光範囲のうちの少なくとも何れか一方が識別可能な情報表示を前記表示手段に
行わせることを特徴とする撮像装置。
【請求項２】
　前記表示制御手段は、前記設定手段により設定されたアスペクト比での撮影範囲を示す
情報及びグリッドラインを前記表示手段に表示することを特徴とする請求項１に記載の撮
像装置。
【請求項３】
　前記第２のモードでは、前記撮像手段に結像された画像の合焦状態を測定する処理と前
記撮像手段に結像された画像の露出状態を測定する処理とのうちの少なくとも何れか一方
を実行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】
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　前記表示制御手段は、前記第２のモードにおいて、前記アスペクト比での撮影範囲を示
す情報、並びに、焦点検出可能な位置及び測光範囲のうちの少なくとも何れか一方を示す
情報以外の情報は非表示にすることを特徴とする請求項１乃至３の何れか１項に記載の撮
像装置。
【請求項５】
　位相差ＡＦを行うための焦点検出を行う焦点検出手段を更に有し、
　前記焦点検出可能な位置は、前記焦点検出手段で焦点検出を行うことが可能な位置であ
ることを特徴とする請求項１に記載の撮像装置。
【請求項６】
　前記焦点検出手段は、前記撮像手段で撮像された画像を用いずに焦点検出を行うことを
特徴とする請求項５に記載の撮像装置。
【請求項７】
　光学ファインダと、
　被写体光を前記撮像手段に入射させる第１の位置と、被写体光を前記焦点検出手段と前
記光学ファインダに入射させる第２の位置とで移動可能なミラーとを更に有することを特
徴とする請求項５又は６に記載の撮像装置。
【請求項８】
　ＡＦ動作の開始を指示する撮影準備指示を受け付け可能な受付手段と、
　前記表示制御手段が前記第１のモードで表示を行っている際に前記撮影準備指示に応じ
て前記ミラーを前記第１の位置から前記第２の位置に移動するように制御する制御手段と
を更に有し、
　前記表示制御手段は、前記制御手段が前記撮影準備指示に応じて前記ミラーを第２の位
置に移動したことに応じて、前記第１のモードから前記第２のモードに切り替えることを
特徴とする請求項７に記載の撮像装置。
【請求項９】
　複数の前記焦点検出可能な位置のうちＡＦ動作時の焦点検出に用いる位置を選択する選
択手段を更に有することを特徴とする請求項１乃至８の何れか１項に記載の撮像装置。
【請求項１０】
　前記表示制御手段は、複数の前記焦点検出可能な位置のうち、ＡＦ動作によって合焦し
た位置を識別可能に表示することを特徴とする請求項１乃至９の何れか１項に記載の撮像
装置。
【請求項１１】
　前記表示制御手段は、前記第１のモードでは表示していた、シャッタスピード、絞り値
、露出補正値、調光補正ＯＮ／ＯＦＦ、ＩＳＯ値、撮影可能枚数、バッテリー容量、ホワ
イトバランス、画像処理状態、画像サイズ、ドライブモード、ＡＦモード、ＡＥロック、
ＡＥブラケットＯＮ／ＯＦＦ、ＦＥブラケットＯＮ／ＯＦＦ、ライブビュー画像のヒスト
グラムの少なくとも一つの情報を、前記第１のモードから前記第２のモードに切り替えた
ことに応じて非表示とすることを特徴とする請求項１乃至１０の何れか１項に記載の撮像
装置。
【請求項１２】
　ＡＥを行うための測光を行う測光手段を更に有し、
　前記測光範囲は、前記測光手段で測光を行うことが可能な範囲であることを特徴とする
請求項１乃至１１の何れか１項に記載の撮像装置。
【請求項１３】
　前記測光手段は、前記撮像手段で撮像された画像を用いずに測光を行うことを特徴とす
る請求項１２に記載の撮像装置。
【請求項１４】
　前記第２のモードにおいて、前記表示制御手段によって前記焦点検出可能な位置を表示
させるか否か、あるいは／及び前記測光範囲を表示させるか否かをユーザーの操作に応じ
て予め設定する表示設定手段を更に有することを特徴とする請求項１乃至１３の何れか１
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項に記載の撮像装置。
【請求項１５】
　前記表示制御手段は、前記第２のモードにおいて、焦点検出するのに用いる位置を前記
選択手段で選択する際に、前記設定手段で設定されたアスペクト比での撮影範囲を示す情
報と、該アスペクト比での撮影範囲内における焦点検出可能な位置及び測光範囲のうちの
少なくとも何れか一方が識別可能な表示をするように制御することを特徴とする請求項９
に記載の撮像装置。
【請求項１６】
　前記表示制御手段は、前記第２のモードにおける、前記設定手段で設定するアスペクト
比として複数のアスペクト比のうち何れかを選択する画面において、選択されたアスペク
ト比での撮影範囲を示す情報と、該アスペクト比での撮影範囲内における焦点検出可能な
位置及び測光範囲のうちの少なくとも何れか一方が識別可能な表示をするように制御する
ことを特徴とする請求項１乃至１４の何れか１項に記載の撮像装置。
【請求項１７】
　撮像手段によって撮像する画像のアスペクト比を設定する設定ステップと、
　前記撮像手段により撮像された画像データを前記アスペクト比での撮影範囲を示して表
示手段に表示させる第１のモードと、前記撮像手段により撮像された画像データを前記表
示手段に表示させない第２のモードとを制御する表示制御ステップとを含み、
　前記表示制御ステップは、前記第２のモードにおいて、前記設定ステップで設定された
アスペクト比での撮影範囲を示す情報と、該アスペクト比での撮影範囲内における焦点検
出可能な位置及び測光範囲のうちの少なくとも何れか一方が識別可能な情報表示を前記表
示手段に行わせることを特徴とする撮像装置の制御方法。
【請求項１８】
　コンピュータを、請求項１乃至１６の何れか１項に記載の撮像装置の各手段として機能
させるプログラム。
【請求項１９】
　コンピュータを、請求項１乃至１６の何れか１項に記載の撮像装置の各手段として機能
させる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】
　本発明は、撮像手段によって撮像する画角合わせを容易にするための技術に関するもの
である。
【背景技術】
【０００２】
　従来、デジタル一眼レフカメラでは可動ミラーをダウンし、光学ファインダに被写体像
を表示させるモードと、可動ミラーをアップし、撮像素子で撮像された画像をリアルタイ
ムに表示部で表示するライブビューモードとを備えるカメラが知られている。
【０００３】
　例えば、特許文献１では、ライブビューモードの状態からオートフォーカス動作等を行
う際に自動的に可動ミラーを切り替えて光学ファインダに被写体像を表示し、カメラに設
定されている情報を表示部に表示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２００７－１８４９１２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に開示される技術には、撮像素子で撮像された画像と画像の
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アスペクト比とが異なる場合や、ライブビューを表示する表示部と画像のアスペクト比と
が異なる場合に次のような問題がある。即ち、ライブビューモードの状態から自動的に可
動ミラーを切り替えてカメラに設定されている情報を表示する際、表示部に被写体像が表
示されなくなり、撮影する被写体像の画角合わせがしにくいという問題がある。
【０００６】
　そこで、本発明の目的は、撮像手段によって撮像された画像を表示手段に表示しないと
きに、撮像する被写体の画角合わせを行いやすくすることにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の撮像装置は、撮像手段と、前記撮像手段によって撮像する画像のアスペクト比
を設定する設定手段と、前記撮像手段により撮像された画像データを前記アスペクト比で
の撮影範囲を示して表示手段に表示させる第１のモードと、前記撮像手段により撮像され
た画像データを前記表示手段に表示させない第２のモードとを制御する表示制御手段とを
有し、前記表示制御手段は、前記第２のモードにおいて、前記設定手段で設定されたアス
ペクト比での撮影範囲を示す情報と、該アスペクト比での撮影範囲内における焦点検出可
能な位置及び測光範囲のうちの少なくとも何れか一方が識別可能な情報表示を前記表示手
段に行わせることを特徴とする。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明においては、撮像手段により撮像された画像データを表示手段に表示させないモ
ードにおいて、設定された画角上における焦点検出可能な位置及び測光範囲のうちの少な
くとも何れか一方が識別可能な情報表示を表示手段に行わせるようにしている。従って、
本発明によれば、撮像手段によって撮像された画像を表示手段に表示しないときに、撮像
する被写体の画角合わせを行いやすくすることが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】本発明の実施形態に係る撮像装置の全体構成を示すブロック図である。
【図２】アスペクト比、グリッド表示の設定画面の例を示す図である。
【図３】測光エリアの設定画面の例を示す図である。
【図４】部分測光のエリア、スポット測光のエリア、ＡＦ連動測光のエリアを示す図であ
る。
【図５】本発明の実施形態における、アスペクト比と位相差ＡＦする際の焦点検出位置で
ある枠とを表示する処理を示すフローチャートである。
【図６】撮影情報を表示した状態を示す図である。
【図７】アスペクト比とともに９つの位相差ＡＦ枠を表示した例を示す図である。
【図８】９つの位相差ＡＦ枠と１つの測光エリアとがアスペクト比情報とともに表示され
た例を示す図である。
【図９】アスペクト比情報とともに１つの位相差ＡＦ枠が表示された例を示す図である。
【図１０】本発明の第２の実施形態における画像情報表示部の表示例を示す図である。
【図１１】ライブビューを行っている場合とライブビューを行っていない場合に位相差Ａ
Ｆ枠を選択する際の画面例を示す図である。
【図１２】設定されたアスペクト比の矩形と現在設定されている位相差ＡＦ枠とを同時に
表示している例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　以下、本発明を適用した好適な実施形態を、添付図面を参照しながら詳細に説明する。
【００１１】
　図１は、本発明の実施形態に係る撮像装置の全体構成を示すブロック図である。図１に
おいて、１００は撮像装置である。１２は撮像素子１４への露光量を制御するためのシャ
ッタである。１４は光学像を電気信号に変換する撮像素子である。レンズ３１０に入射し
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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、１０６、ミラー
１３０及びシャッタ１２を介して導かれ、光学像として撮像素子１４上に結像する。１６
は、撮像素子１４のアナログ信号出力をデジタル信号に変換するＡ／Ｄ変換器である。１
８は撮像素子１４、Ａ／Ｄ変換器１６及びＤ／Ａ変換器２６にクロック信号や制御信号を
供給するタイミング発生回路であり、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。
【００１２】
　２０は画像処理回路であり、Ａ／Ｄ変換器１６からのデータ或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
においては、必要に応じて、撮像した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システム制御回路５０が撮像した画像データを用いて所定の演算処
理を行う。そして画像処理回路２０は、得られた演算結果に基づいてＴＴＬ（スルー・ザ
・レンズ）方式のＡＷＢ（オートホワイトバランス）処理も行う。２２はメモリ制御回路
であり、Ａ／Ｄ変換器１６、タイミング発生回路１８、画像処理回路２０、画像表示メモ
リ２４、Ｄ／Ａ変換器２６を制御する。Ａ／Ｄ変換器１６からの出力データは、画像処理
回路２０及びメモリ制御回路２２を介して、或いは直接メモリ制御回路２２を介して、画
像表示メモリ２４に書き込まれる。
【００１３】
　２４は画像表示メモリである。２６はＤ／Ａ変換器である。２８はＴＦＴ・ＬＣＤ等か
ら成る画像情報表示部であり、画像表示メモリ２４に書き込まれた表示用の画像データは
Ｄ／Ａ変換器２６を介して画像情報表示部２８により表示される。画像情報表示部２８を
用いて撮像した画像データを逐次表示すれば、電子ファインダやライブビュー機能を実現
することが可能である。また、画像情報表示部２８は、システム制御回路５０の指示によ
り任意に表示をＯＮ／ＯＦＦすることが可能であり、表示をＯＦＦにした場合には撮像装
置１００の電力消費を大幅に低減することができる。画像情報表示部２８には、操作部材
７０の操作によって、アスペクト比やグリッド表示等のメニューを表示したり、表示して
いる画像に関する情報を表示したりする。
【００１４】
　４０は、測光部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３４
０と連携しながら、シャッタ１２を制御するシャッタ制御部である。４２はＡＦ（オート
フォーカス）処理を行うための焦点検出部である。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そして
不図示の焦点検出用サブミラーを介して、焦点検出部４２に入射される。これにより、焦
点検出部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とができる（以下
、この合焦状態の測定処理を位相差ＡＦと称す）。この際、撮像素子１４には光線が入射
されないため、被写体の画像データは画像情報表示部２８に表示されない。
【００１５】
　４６はＡＥ（自動露出）処理を行うための測光部である。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１３
０及び１３２そして不図示の測光用レンズを介して、測光部４６に入射される。これによ
り、測光部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。この際も、撮像素
子１４には光線が入射されないため、被写体の画像データは画像情報表示部２８に表示さ
れない。
【００１６】
　５０は、撮像装置１００全体を制御するシステム制御回路であり、各種プログラムを実
行することで撮像装置１００の各部を制御する。不揮発性メモリ５１は、システム制御回
路５０が実行するプログラムや、撮像された画像を記録するための記録媒体である。不揮
発性メモリ５１は撮像装置１００に内蔵されたメモリでもよいし、メモリカード等の着脱
可能な記録媒体でもよい。メモリ５２はシステム制御回路５０の動作用の定数や、変数、
プログラム等を記憶するメモリであり、システム制御回路５０のワークメモリとして使用



(6) JP 5451259 B2 2014.3.26

10

20

30

40

50

される。
【００１７】
　６２、６４、６６、６８、７０、７２及び７４は、システム制御回路５０の各種の動作
指示を入力するための操作手段であり、スイッチやダイヤル、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。
【００１８】
　ここで、これらの操作手段の具体的な説明を行う。６２はシャッタスイッチＳＷ（１）
であり、不図示のシャッタボタンの操作途中でＯＮとなる。シャッタスイッチＳＷ（１）
６２は、ＡＦ（オートフォーカス）処理、ＡＥ（自動露出）処理、ＡＷＢ（オートホワイ
トバランス）処理、及びＥＦ（フラッシュ調光）処理等の動作開始を指示する。６４はシ
ャッタスイッチＳＷ（２）であり、不図示のシャッタボタンの操作完了でＯＮとなる。シ
ャッタスイッチＳＷ（２）６４は、撮像素子１４から読み出した信号をＡ／Ｄ変換器１６
及びメモリ制御回路２２を介してメモリ３０に画像データを書き込む露光処理、画像処理
回路２０やメモリ制御回路２２での演算を用いた現像処理、という一連の処理の動作開始
を指示する。
【００１９】
　６６はアスペクト比設定部であり、撮影するための画像のアスペクト比を設定できる。
そこで設定した内容をシステム制御回路５０に通知することで、設定されたアスペクト比
で撮影が可能である。画像情報表示部２８に表示されるアスペクト比を設定する画面例は
図２（ａ）に示すようになり、設定値は操作部材７０で選択できる。６８はグリッド設定
部であり、画像情報表示部２８上にグリッド表示するか否かを表示する。なお、撮影画角
をグリッド表示する場合には、どのような種類のグリッド表示とするかを設定できる。そ
こで設定した内容がシステム制御回路５０に通知されることで、設定されたグリッド内容
が画像情報表示部２８に画像とともに表示される。画像情報表示部２８に表示されるグリ
ッド表示を設定する画面例は図２（ｂ）に示すようになり、設定値は操作部材７０で選択
できる。アスペクト比設定部６６、グリッド設定部６８は本発明の設定手段の適用例とな
る構成である。
【００２０】
　７０は各種ボタンやタッチパネル等からなる操作部材であり、メニューボタン、セット
ボタン、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、再生画
像移動＋（プラス）ボタン、再生画像移動－（マイナス）ボタン等を備えている。さらに
、操作部材７０は、画像情報表示部２８のＯＮ／ＯＦＦを設定する画像表示ＯＮ／ＯＦＦ
スイッチを備えている。また、上記プラスボタン及びマイナスボタンの各機能は、回転ダ
イヤルスイッチや十字スイッチや８方向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。
【００２１】
　７２はＡＦ枠選択操作部であり、画像情報表示部２８上に焦点検出される位置を設定で
きる。そこで設定した内容をシステム制御回路５０に通知することで、設定された位置で
光学像として結合された画像の合焦状態を測定することができる。また、設定された焦点
検出位置を、画像情報表示部２８に表示することができる。７４は測光エリア選択操作部
であり、画像情報表示部２８上に測光される位置を設定できる。そこで設定した内容がシ
ステム制御回路５０に通知されることによって、設定された位置で光学像として結合され
た画像の露出状態を測定することができる。また、設定された測光エリア（測光範囲）を
画像情報表示部２８に表示することもできる。画像情報表示部２８に表示される測光エリ
アを設定する表示例は図３に示すようになり、設定値の選択は操作部材７０で選択できる
。測光エリアには、画像中央部４０１を広範囲に測光する部分測光（図４（ａ））、画像
中央部付近４０２を測光するスポット測光（図４（ｂ））、ＡＦ位置付近４０３を測光す
るＡＦ連動測光（図４（ｃ））等がある。即ち、図３の３０１を選択した場合には図４（
ａ）に示す部分測光のエリアが選択される。図３の３０２を選択した場合には図４（ｂ）
に示すスポット測光のエリアが選択される。図３の３０３を選択した場合には図４（ｃ）
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に示すＡＦ連動測光のエリアが選択される。
【００２２】
　１０４は光学ファインダであり、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、１０６、及びミラー１３０、１３２を介して導
き、光学像として結像表示する。これにより、画像情報表示部２８による電子ファインダ
機能を使用することなしに、光学ファインダ１０４のみを用いて撮影を行うことができる
。
【００２３】
　１２０は、レンズマウント１０６内において、撮像装置１００をレンズユニット３００
と接続するためのインタフェースである。１２２は撮像装置１００をレンズユニット３０
０と電気的に接続するコネクタである。コネクタ１２２は、撮像装置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ともに、各種電圧の
電流を供給する機能も備えている。また、コネクタ１２２は電気通信のみならず、光通信
や音声通信等を伝達する構成としてもよい。
【００２４】
　１３０、１３２はミラーであり、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１０４に導くことができる。なお、ミラー１３２は、クイックリターン
ミラーの構成としても、ハーフミラーの構成としても、どちらでも構わない。３００は交
換レンズタイプのレンズユニットである。３０６はレンズユニット３００を撮像装置１０
０と機械的に結合するレンズマウントである。レンズマウント３０６内には、レンズユニ
ット３００を撮像装置１００と電気的に接続する各種機能が含まれている。
【００２５】
　３１０は撮影レンズ、３１２は絞りである。３２０は、レンズマウント３０６内におい
て、レンズユニット３００を撮像装置１００と接続するためのインタフェースである。３
２２はレンズユニット３００を撮像装置１００と電気的に接続するコネクタである。コネ
クタ３２２は、撮像装置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ともに、各種電圧の電流を供給される或いは供給する機能も備え
ている。また、コネクタ３２２は電気通信のみならず、光通信、音声通信等を伝達する構
成としてもよい。
【００２６】
　３４０は、測光部４６からの測光情報に基づいて、シャッタ１２を制御するシャッタ制
御部４０と連携しながら絞り３１２を制御する絞り制御部である。３４２は、撮影レンズ
３１０のフォーカシングを制御する焦点検出制御部である。３４４は撮影レンズ３１０の
ズーミングを制御するズーム制御部である。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である。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。また、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、及び現在や過去の各設定値等を保持する不揮発性メモリの機能も備
えている。
【００２７】
　図５は、ライブビューモードから光学ファインダ１０４に被写体像を表示させるモード
に移行した際に、アスペクト比情報と位相差ＡＦする際の焦点検出位置である枠（位相差
ＡＦ枠）とを画像情報表示部２８に表示する処理を示すフローチャートである。なお、本
フローチャートに示す処理は、システム制御回路５０が不揮発性メモリ５１に記録された
プログラムをメモリ５２に展開して実行することで実現される。またアスペクト比情報と
は、後述する画像情報表示部２８に描画される、設定されたアスペクト比の矩形である。
なお、ライブビューモードは本発明の第１のモードの適用例であり、光学ファインダ１０
４に被写体像を表示させるモードは本発明の第２のモードの適用例である。
【００２８】
　ステップＳ５０１において、システム制御回路５０はライブビューが開始しているか否
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かを判断する。もし、ライブビューが開始していなければ、ライブビューが開始するのを
待つ。ライブビューは、操作部材７０に含まれるライブビューボタンやモード切替ダイヤ
ル等が操作されることで開始される。一方、ライブビューが開始していたら、ステップＳ
５０２において、システム制御回路５０はアスペクト比の設定がどのようになっているか
メモリ５２から読み込む。
【００２９】
　ステップＳ５０３において、システム制御回路５０は画像情報表示部２８に撮像素子１
４で撮像された画像を表示してライブビューを開始するとともに、ステップＳ５０２で読
み込んだアスペクト比の設定情報を表示する。アスペクト比は、撮影する画像の縦横比で
あり、アスペクト比設定部６６で設定されるもので、１：１、３：４、４：５、６：７、
５：６、５：７、９：１６、２：３等がある。システム制御回路５０は設定されたアスペ
クト比の矩形（アスペクト比情報）を描画する。またシステム制御回路５０は、撮影情報
である、シャッタスピード、絞り値、露出補正値、調光補正ＯＮ／ＯＦＦ、ＩＳＯ値、撮
影可能枚数、バッテリー容量、ホワイトバランス、画像処理状態（コントラスト、シャー
プネス等）、画像サイズ、ドライブモード（単写・連写等）、ＡＦモード（位相差ＡＦ・
ビデオＡＦ等）、ＡＥロック、ＡＥブラケットＯＮ／ＯＦＦ、ＦＥブラケットＯＮ／ＯＦ
Ｆ、ライブビュー画像のヒストグラムを表示する。図６に画像情報表示部２８において撮
影情報を表示した状態を示す。図６では、アスペクト比情報６０１とともに撮影情報の一
部６０２を表示した例を示しているが、撮影情報の全てを表示してもよいし、撮影情報の
うちの任意のいくつか、あるいは一つを表示してもよい。これらの情報表示はユーザの設
定に応じて表示・非表示のモードとしてもよい。
【００３０】
　ステップＳ５０５において、システム制御回路５０は、シャッタスイッチＳＷ（１）６
２がＯＮであるか否かを判断する。ＯＮでなければＯＮになるまで待つ。シャッタスイッ
チＳＷ（１）６２がＯＮになったら、ステップＳ５０６において、システム制御回路５０
は、ＡＦ（オートフォーカス）処理、ＡＥ（自動露出）処理のためにミラー１３０をアッ
プし、ライブビュー表示を終了する。そして、システム制御回路５０は、撮像画像が表示
されない状態で位相差ＡＦ枠を画像情報表示部２８に表示し、アスペクト比設定部６６で
設定されたアスペクト比に対応するアスペクト比情報を表示する。これによりアスペクト
比情報によって表わされる画角上における位相差ＡＦ枠の位置が識別可能となる。またそ
の際に、システム制御回路５０は、位相差ＡＦ枠とアスペクト比情報以外の画角に関連の
ない撮影情報を非表示にする。画角に関係のない撮影情報とは、例えばシャッタスピード
、絞り値、露出補正値、調光補正ＯＮ／ＯＦＦ、ＩＳＯ値、撮影可能枚数、バッテリー容
量、ホワイトバランス、画像処理状態（コントラスト、シャープネス等）、画像サイズ、
ドライブモード（単写・連写等）、ＡＦモード（位相差ＡＦ・ビデオＡＦ等）、ＡＥロッ
ク、ＡＥブラケットＯＮ／ＯＦＦ、ＦＥブラケットＯＮ／ＯＦＦ、ライブビュー画像のヒ
ストグラムに関する情報である。そのときの画像情報表示部２８には、図７に示すように
アスペクト比情報７０１とともに９つの位相差ＡＦ枠７０２が表示される。この際、グリ
ッド設定部６８でグリッド表示すると設定されている場合は、設定されたグリッド内容に
沿ったグリッドラインを表示するようにしてもよい。なお、ステップＳ５０６は本発明の
表示制御手段の処理例である。
【００３１】
　ステップＳ５０７において、システム制御回路５０は、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及び１０６、ミラー１３０
そして不図示の焦点検出用サブミラーを介して、焦点検出部４２に入射させる。これによ
り、システム制御回路５０は、光学像として結像された画像の合焦状態を測定する、位相
差ＡＦを開始する。また、システム制御回路５０は、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及び１０６、ミラー１３０及び
１３２そして不図示の測光用レンズを介して、測光部４６に入射させる。これにより、シ
ステム制御回路５０は、光学像として結像された画像の露出状態を測定する、ＡＥ（自動
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露出）処理や、ＥＦ（フラッシュ調光）処理等の動作開始を指示する。ステップＳ５０８
において、システム制御回路５０は、オートフォーカス処理が合焦したか否かを判断し、
合焦してなければステップＳ５１２に進み、合焦していれば合焦した位相差ＡＦの位置を
赤く表示してステップＳ５０９に進む。
【００３２】
　ステップＳ５０９において、システム制御回路５０は、シャッタスイッチＳＷ（２）６
４がＯＮであるか否かを判断する。ＯＮでなければステップＳ５１３に進み、ＯＮであれ
ばステップＳ５１０に進む。シャッタスイッチＳＷ（２）６４がＯＮになったら、ステッ
プＳ５１０において、システム制御回路５０は、撮像素子１４から読み出した信号をＡ／
Ｄ変換器１６及びメモリ制御回路２２を介してメモリ３０に画像データを取り込む。
【００３３】
　ステップＳ５１１において、システム制御回路５０は画像取り込みが終了し、撮影が終
了したか否かを判断する。撮影が終了していなければ、システム制御回路５０はステップ
Ｓ５１０の画像取り込みを継続し、撮影が終了したら、次の撮影のためにステップＳ５０
２に戻る。
【００３４】
　ステップＳ５１２において、システム制御回路５０はシャッタスイッチＳＷ（１）６２
のＯＮが継続しているか否かを判定する。シャッタスイッチＳＷ（１）６２のＯＮが継続
していればステップＳ５０８に処理を戻し、シャッタスイッチＳＷ（１）６２のＯＮが継
続していなければステップＳ５０２に処理を戻す。ステップＳ５１３において、シャッタ
スイッチＳＷ（１）６２のＯＮが継続しているか否かを判定する。シャッタスイッチＳＷ
（１）６２のＯＮが継続していればステップＳ５０９に処理を戻し、シャッタスイッチＳ
Ｗ（１）６２のＯＮが継続していなければステップＳ５０２に処理を戻す。
【００３５】
　このように、ライブビューモードから光学ファインダ１０４に被写体像を表示させるモ
ードに移行し、撮像素子１４によって撮像された画像が画像情報表示部２８に表示されな
い状態となったときに位相差ＡＦ枠やアスペクト比情報を表示するようにしている。これ
により、ユーザが撮影しようとしている画角のどの辺りにフォーカスが合焦したかが分か
り、画角合わせがやりやすくなる。
【００３６】
　またステップＳ５０３において、システム制御回路５０は６３グリッドで設定されたグ
リッド表示をした場合、ステップＳ５０６において、画角のどの辺りの位相差ＡＦ枠に合
焦したかが分かりやすくなる。これにより、撮像素子１４によって撮像された画像が画像
情報表示部２８に表示されていなくても、失敗のない撮影が可能となる。
【００３７】
　なお、前述のステップＳ５０６では、システム制御回路５０は、ライブビュー表示を終
了した上で、位相差ＡＦ枠とアスペクト比設定部６６で設定されたアスペクト比情報とを
画像情報表示部２８に表示し、画角に関連のない撮影情報は非表示にした。しかしこれに
加えて、ＡＥを行う際の位置である測光エリアの表示をしてもよい。この場合、システム
制御回路５０は、ステップＳ５０６において位相差ＡＦ枠、測光エリア、アスペクト比情
報を表示し、位相差ＡＦ枠と測光エリアとアスペクト比情報以外の、画角に関連のない撮
影情報は非表示にする。具体的には、画像情報表示部２８では、図８に示すように９つの
位相差ＡＦ枠８０１と１つの測光エリア８０３とがアスペクト比情報８０２とともに表示
される。このとき、グリッド設定部６８でグリッド表示すると設定されていた場合は、設
定されたグリッド内容に沿ったグリッドラインを表示するようにしてもよい。
【００３８】
　そして、ステップＳ５０７において、システム制御回路５０は、位相差ＡＦに加えてＡ
Ｅ（自動露出）処理やＥＦ（フラッシュ調光）処理を開始する。より具体的には、システ
ム制御回路５０は、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及び１０６、ミラー１３０及び１３２そして不図示の測光用レン
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ズを介して、測光部４６に入射させる。これにより、光学像として結像された画像の露出
状態を測定する、ＡＥ（自動露出）処理や、ＥＦ（フラッシュ調光）処理等の動作開始を
指示する。測光エリアは、光学像として結像された画像のどの部分を測光部４６に入射す
るかで決まり、画像中央部を広範囲に測光する部分測光、画像中央部付近を測光するスポ
ット測光、ＡＦ位置付近を測光するＡＦ連動測光等がある。
【００３９】
　このようにすれば、撮像素子１４によって撮像された画像が表示されない状態のときに
位相差ＡＦ枠や測光エリアやアスペクト比情報を表示することによって、ユーザが画角の
どの辺りにフォーカスが合焦し、測光したかが分かり、画角合わせがやりやすくなる。
【００４０】
　また、前述のステップＳ５０６で行なった位相差ＡＦ枠の表示は行わず、代わりに測光
エリアの表示を行うものとしてもよい。即ち、前述のステップＳ５０６でライブビュー表
示を終了した上で、測光エリアとアスペクト比設定部６６で設定されたアスペクト比情報
を表示し、画角に関連のない撮影情報を非表示にしてもよい。この場合の画像情報表示部
２８は、図９に示すようにアスペクト比情報９０１とともに測光エリア９０２が表示され
ることになる。この際、グリッド設定部６８でグリッドを表示すると設定されていた場合
は、設定されたグリッド内容に沿ったグリッドラインを表示するようにしてもよい。
【００４１】
　そしてステップＳ５０７では、システム制御回路５０は、位相差ＡＦに加えてＡＥ（自
動露出）処理やＥＦ（フラッシュ調光）処理を開始する。より具体的には、システム制御
回路５０は、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及び１０６、ミラー１３０及び１３２そして不図示の測光用レンズを介
して、測光部４６に入射させる。これにより、システム制御回路５０は、光学像として結
像された画像の露出状態を測定する、ＡＥ（自動露出）処理やＥＦ（フラッシュ調光）処
理等の動作開始を指示する。このように位相差ＡＦ枠選択時に測光エリアとアスペクト比
情報を表示することによって、画角のどの辺りを測光したのかが分かりやすくなり、位相
差ＡＦ枠の設定がしやすくなる。
【００４２】
　次に、本発明の第２の実施形態について説明する。本実施形態においては、ライブビュ
ーモードから光学ファインダに被写体像を表示させるモードに移行した際に、位相差ＡＦ
枠、測光エリア等の表示を行うかどうかを選択することができる。
【００４３】
　図１０は、本発明の第２の実施形態における画像情報表示部２８の表示例を示す図であ
る。本実施形態においては、光学ファインダに被写体像を表示させるモードに移行して、
画像情報表示部２８に撮像素子１４によって撮像された画像を表示しないときに、位相差
ＡＦ枠、測光エリア等のうち何を画像情報表示部２８に表示させるか選択するための操作
手段としての図１０の操作画面を提供する。ユーザが図１０の操作画面を操作することに
より、ＡＦ中において撮像素子１４によって撮像された画像が表示されないときに、画像
情報表示部２８に何を表示させるかを選択することが可能となり、位相差ＡＦ枠、測光エ
リア等の設定がしやすくなる。
【００４４】
　次に、本発明の第３の実施形態について説明する。以下、本発明の第３の実施形態にお
ける、ＡＦ中に位相差ＡＦ枠とアスペクト比情報とを表示する動作について説明する。
【００４５】
　ＡＦ枠選択操作部７２による位相差ＡＦ枠の選択は、ＡＦ枠選択操作部７２が操作され
た際にライブビューを行なっているか否かによって、撮像素子１４によって撮像された画
像を表示している場合と表示していない場合とがある。
【００４６】
　図１１（ａ）は、ライブビューを行なっている場合にＡＦ枠選択操作部７２が操作され
、位相差ＡＦ枠を選択する際の画面例を示している。図１１（ａ）では、撮影モードにお



(11) JP 5451259 B2 2014.3.26

10

20

30

40

50

いて前述のライブビューボタンやモード切替ダイヤル等の操作を介したユーザの指示によ
りライブビューを行なっているため、画像情報表示部２８に撮像素子１４によって撮像さ
れた画像を表示している。システム制御回路５０は、画像情報表示部２８において撮像素
子１４によって撮像された画像１１０１と当該画像にて焦点検出可能な位置に位相差ＡＦ
枠１１０２とを表示する。撮影時に使用する焦点検出位置はユーザが選択可能であり、選
択された位相差ＡＦ枠は色、線の太さ等を変化させることで、どの位相差ＡＦ枠が選択さ
れているかを確認することができる。さらに、システム制御回路５０はアスペクト比設定
部６６で設定されたアスペクト比情報１１０３を画像情報表示部２８に表示する。
【００４７】
　図１１（ｂ）は、ライブビューを行なっていない場合にＡＦ枠選択操作部７２が操作さ
れ、位相差ＡＦ枠を選択する際の画面例を示している。撮影モードにおいて前述のライブ
ビューボタンやモード切替ダイヤル等によってユーザからライブビューを行う指示を受け
付けていない状態では、ミラー１３０をアップして被写体像を光学ファインダ１０４へ導
いている。そのため、被写体像は撮像素子１４へは導かれず、撮像素子１４によって撮像
された画像は表示されない。この場合でも、システム制御回路５０は画像情報表示部２８
にアスペクト比設定部６６で設定されたアスペクト比の矩形（アスペクト比情報）１１０
４を描画し、その矩形において焦点検出可能な位置に位相差ＡＦ枠１１０５を表示する。
撮影時に使用する焦点検出位置はユーザが選択可能であり、選択された焦点検出枠は色、
線の太さ等を変化させることで、どの位相差ＡＦ枠が選択されているか確認できる。さら
に、アスペクト比設定部６６で設定されたアスペクト比に対応するアスペクト比情報を表
示する。
【００４８】
　以上のように焦点検出位置を選択するときに、撮像素子１４で撮像される画像を表示し
ていなくとも画像情報表示部２８と同一のアスペクト比の矩形（アスペクト比情報）を表
示し、その上で選択可能な位相差ＡＦ枠の表示を行う。選択可能な位相差ＡＦ枠とアスペ
クト比情報とを表示することで、アスペクト比設定部６６で設定された画角での焦点検出
位置が分かりやすくなる。なお、第３の実施形態では、選択可能な位相差ＡＦ枠の表示に
ついて説明したが、第１の実施形態と同様に、位相差ＡＦ枠に加えて測光エリアを表示し
てもよいし、位相差ＡＦ枠に代えて測光エリアの表示をしてもよい。
【００４９】
　次に、本発明の第４の実施形態について説明する。上述したアスペクト比設定部６６に
よってアスペクト比を設定する際、図２（ａ）の表示に代えて、アスペクト比情報と現在
設定されている位相差ＡＦ枠及び測光エリアの少なくともいずれかの一方の表示とを同時
に行うものとしてもよい。図１２（ａ）～（ｃ）は、アスペクト比設定画面であり、設定
されたアスペクト比の矩形１２０１～１２０３と、現在設定されている位相差ＡＦ枠１２
０４～１２０６とを同時に表示している例を示している。図１２（ａ）は、アスペクト比
設定部６６の操作によりアスペクト比（縦：横）２：３を選択している際の表示例を示し
ており、アスペクト比の矩形は２：３となっている。図１２（ｂ）は、アスペクト比設定
部６６の操作によりアスペクト比（縦：横）１：１を選択している際の表示例を示してお
り、アスペクト比の矩形は１：１となっている。図１２（ｃ）は、アスペクト比設定部６
６の操作によりアスペクト比（縦：横）３：４を選択している際の表示例を示しており、
アスペクト比の矩形は３：４となっている。これらの画面でアスペクト比設定部６６に含
まれる決定ボタンを押下するか、シャッタスイッチＳＷ（１）等の操作によりこの画面を
抜けると、アスペクト比は選択されたアスペクト比で確定する。
【００５０】
　このように、画像情報表示部２８に撮像素子１４で撮像される画像が表示されないモー
ドとなった場合に、設定されるアスペクト比を識別可能な矩形と同時に、現在設定されて
いる位相差ＡＦ枠及び測光エリアの少なくともいずれか一方を表示する。これにより、ユ
ーザは画角の変更をすると、画角内のどの辺りを焦点検出あるいは測光することになるの
かが分かりやすくなり、画角（アスペクト比）の設定がしやすくなる。
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【００５１】
　また、本発明は、以下の処理を実行することによっても実現される。即ち、上述した実
施形態の機能を実現するソフトウェア（プログラム）を、ネットワーク又は各種コンピュ
ータ読み取り可能な記録媒体を介してシステム或いは装置に供給する。そして、そのシス
テム或いは装置のコンピュータ（またはＣＰＵやＭＰＵ等）がプログラムを読み出して実
行する処理である。
【符号の説明】
【００５２】
　２８：画像情報表示部、５０：システム制御回路、６６：アスペクト比設定部、６８：
グリッド設定部、７０：操作部材、７２：ＡＦ枠選択操作部、７４：測光エリア選択操作
部、１００：撮像装置

【図１】 【図２】
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