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(57)【要約】
【課題】 ストロボ装置において、大発光量から小発光
量に至るまで、適正な実発光量の光を発光できるように
すること。
【解決手段】 閃光を発光するキセノン管（７２）と、
一定強度の光を持続的に発光する白色発光ダイオード（
７４）とを有するストロボ（７０）と、前記キセノン管
と、前記白色発光ダイオードの発光量及び発光タイミン
グを制御するシステム制御回路（５０）とを有する。
【選択図】 図１

(2)

JP 2007‑178925 A 2007.7.12

【特許請求の範囲】
【請求項１】
閃光を発光する第１の発光手段と、一定強度の光を持続的に発光する第２の発光手段と
を有するストロボ手段と、
前記第１の発光手段と、前記第２の発光手段の発光量及び発光タイミングを制御する制
御手段と
を有することを特徴とする撮像装置。
【請求項２】
被写体輝度に応じて、撮影に必要な前記ストロボ手段の発光量と、露光時間とを取得す
る取得手段を更に有し、
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前記制御手段は、前記第１の発光手段の発光量と、前記第２の発光手段の発光量との合
計が、前記ストロボ手段の発光量になると共に、前記露光時間内に前記第１の発光手段の
発光が終了するように、前記第１の発光手段及び前記第２の発光手段の発光量及び発光タ
イミングを制御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】
前記制御手段は、前記第１の発光手段の発光量を決定し、当該決定した発光量が前記ス
トロボ手段の発光量に満たない場合に、不足分の発光量を前記第２の発光手段の発光量と
して決定することを特徴とする請求項２に記載の撮像装置。
【請求項４】
前記被写体輝度に応じて、撮影した画像に被写体の残像を残すために必要な前記第２の
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発光手段の発光強度を決定する発光強度決定手段を更に有し、
前記制御手段は、前記発光強度決定手段により決定した発光強度で得られる前記第２の
発光手段の発光量が、前記ストロボ手段の発光量に満たない場合に、不足分の発光量を前
記第１の発光手段の発光量として決定することを特徴とする請求項２に記載の撮像装置。
【請求項５】
先幕シンクロモードと後幕シンクロモードのいずれかを選択する選択手段を更に有し、
前記制御手段は、前記選択手段による選択結果に応じて、前記第１の発光手段の発光タ
イミングを制御することを特徴とする請求項２に記載の撮像装置。
【請求項６】
前記第１の発光手段はキセノン管であり、前記第２の発光手段は発光ダイオードである
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ことを特徴とする請求項１乃至５のいずれかに記載の撮像装置。
【請求項７】
前記第１の発光手段及び前記第２の発光手段の発光量に基づいて、ホワイトバランスの
補正値を算出する算出手段を更に有することを特徴とする請求項１乃至６のいずれかに記
載の撮像装置。
【請求項８】
前記ストロボ手段は、前記撮像装置から着脱可能であることを特徴とする請求項１乃至
７のいずれかに記載の撮像装置。
【請求項９】
閃光を発光する第１の発光手段と、
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一定強度の光を持続的に発光する第２の発光手段と、
前記第１の発光手段と、前記第２の発光手段の発光量及び発光タイミングを制御する制
御手段と
を有することを特徴とするストロボ装置。
【請求項１０】
前記第１の発光手段はキセノン管であり、前記第２の発光手段は発光ダイオードである
ことを特徴とする請求項９に記載のストロボ装置。
【請求項１１】
閃光を発光する第１の発光手段と、一定の発光強度の光を持続的に発光する第２の発光
手段とを有する、撮像装置と連携して用いられるストロボ装置の制御方法であって、
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被写体輝度に応じて、撮影に必要な前記ストロボ装置の発光量及び露光時間を取得する
取得工程と、
前記第１の発光手段の発光量と、前記第２の発光手段の発光量との合計が、前記取得手
段により取得した前記ストロボ手段の発光量になると共に、前記露光時間内に前記第１の
発光手段の発光が終了するように、前記第１の発光手段及び前記第２の発光手段の発光量
及び発光タイミングを決定する発光時間決定工程と、
前記決定した発光量及び発光タイミングに基づいて、前記第１の発光手段及び前記第２
の発光手段を制御する制御工程と
を有することを特徴とする制御方法。
【請求項１２】
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前記制御工程は、
前記第１の発光手段の発光量を決定する工程と、
当該決定した発光量が前記ストロボ手段の発光量に満たない場合に、不足分の発光量
を前記第２の発光手段の発光量として決定する工程と
を有することを特徴とする請求項１１に記載の制御方法。
【請求項１３】
前記被写体輝度に応じて、撮影した画像に被写体の残像を残すために必要な前記第２の
発光手段の発光強度を決定する発光強度決定工程を更に有し、
前記制御工程では、前記発光強度決定工程で決定した発光強度で得られる前記第２の発
光手段の発光量が、前記ストロボ手段の発光量に満たない場合に、不足分の発光量を前記
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第１の発光手段の発光量として決定することを特徴とする請求項１１に記載の制御方法。
【請求項１４】
先幕シンクロモードと後幕シンクロモードのいずれかを選択する選択工程を更に有し、
前記制御工程では、前記選択工程における選択結果に応じて、前記第１の発光手段の発
光タイミングを制御することを特徴とする請求項１１に記載の制御方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、撮像装置、ストロボ装置、及びストロボ装置の制御方法に関する。
【背景技術】
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【０００２】
従来、撮像装置で用いられるストロボ装置の露出制御方式には、いわゆる外測調光と称
されるものと、ＴＴＬ調光と称されるものがある。
【０００３】
外測調光では、被写体に向けてストロボ光を照射し、被写体からの反射光を、撮影レン
ズとは異なる光学系を通じて受光して受光量を測定して積分し、その積分値が所定量に達
した時点でストロボ装置の発光を停止するように制御する。
【０００４】
一方、ＴＴＬ調光では、被写体に向けてストロボ光を照射し、被写体からの反射光を、
撮影レンズを通して測光部により測光して積分し、その積分値が所定量に達した時点でス
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トロボ装置の発光を停止するように制御する。
【０００５】
上述したようなストロボ装置では、一般に、光源としてキセノン管が広く使用されてい
るが、その発光特性と発光停止時に実際に発光が止まるまでのオーバーシュートについて
、図１２を参照して説明する。
【０００６】
図１２に示すように、時間ｔ0で通電されてキセノン管からの光放射が始まると、図中
に示すように発光強度が増加する。そして、キセノン管に流れる電流がストロボ発光用の
電源とキセノン管のインピーダンスにより定まる最大電流に到達した後は、徐々に発光強
度が減少する。
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【０００７】
撮像装置では、時間ｔ0から被写体で反射したキセノン管の光を受光して受光量を測定
して積分していき、所定受光量に到達したことを検出すると、ストロボの発光を停止させ
る。この場合、被写体が近いほど多くの光が反射することになるため、被写体が遠くにあ
る場合よりも、早く所定受光量に到達する。
【０００８】
しかしながら、時間ｔ1で所定受光量に達し、キセノン管への通電を止めたとしても、
不図示の発光遮断回路の応答遅れやキセノン管のイオン消失に時間がかかるため、実際に
ストロボ装置からの発光が無くなるのは、時間ｔ2となってしまう。同様に、被写体が遠
く、時間ｔ3でストロボ装置への通電を停止した場合にも、上述した理由により実際の発
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光停止は時間ｔ4となってしまう。
【０００９】
発光停止指示後に実際に発光停止に至るまでの時間は、回路の応答速度などにより決ま
り、図１２に示すように発光停止指示時の発光強度の大きさに関わらずあまり変わらない
。従って、図１２から明らかなように、発光時間が短い程、オーバーシュート分が発光量
全体にしめる割合が多くなり、露出オーバーとなる傾向が強いという問題があった。
【００１０】
一方、近年、白色発光ダイオードを使用したストロボ装置が提案されている。図１３は
白色発光ダイオードの発光波形を示している。図１３に示すように、白色発光ダイオード
に流れる電流が高くなるにつれて（Ｉ0＜Ｉ1＜Ｉ2）、発光強度も高くなる。また、白色

20

発光ダイオードは、電流が流れている間中フラットに発光すると共に、キセノン管と比べ
て時間に対する応答性に優れ、微小発光量の制御が容易であるという利点がある。その上
、発光寿命が長く、消費電力も少ない。
【００１１】
なお、上述したようなストロボ装置の発光タイミングとしては、シャッター機構のシャ
ッター全開直後に発光させる先幕シンクロモードと、シャッター機構のシャッター閉動作
の所定時間前に発光させる後幕シンクロモードとに大別される。
【００１２】
通常、先幕シンクロモードでストロボ撮影が行われることが多いが、動きのある被写体
を先幕シンクロモードによるストロボ撮影を行った場合に、次のような問題が生じていた
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。即ち、シャッターが開いている時間内の極めて初期の段階で発光が行われるため、特に
被写体が動いている場合には、被写体の初期の動作部分が明確に写り、時間的に新しい動
作部分が光の残像として写り込むといった、一般的には不自然な画像となる。
【００１３】
これに対し、後幕シンクロモードにより同等の条件下でストロボ撮影を行った場合には
、シャッターが開いている時間内のきわめて後期の段階で発光が行われる。従って、時間
的に古い動作部分が被写体像の残像として写り込み、時間的に新しい部分が明確に写った
写真となるため、特に被写体が動いている場合には自然な画像となる。しかし、後幕シン
クロモードでは、シャッター秒時が比較的長い場合には、レリ−ズ操作のタイミングとス
トロボ装置の発光タイミングとにタイムラグが生じ、撮影者の意図するタイミングで明確
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な被写体像が写った画像を得られない場合もある。
【００１４】
このため、スローシンクロ撮影において、ストロボ発光のタイミングを制御することに
より、被写体の動きが自然に見える写真を撮影できるようにしたカメラが提案されている
（例えば、特許文献１参照）。
【００１５】
【特許文献１】特開２０００−３３８５７２号公報
【特許文献２】特開昭６３−９７９２４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
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【００１６】
上述したキセノン管を用いた場合の露出オーバーを解決するためには、回路の応答速度
を早めることが考えられるが、それにも限界があり、またコストもかかってしまうという
問題がある。また、他の解決手段として、発光時の発光量をＴＴＬ調光方式で積分して調
光するＴＴＬ調光システムにおいて、ＩＳＯ感度に応じて調光レベルを補正する方法が提
案されている（例えば、特許文献２参照）。しかし、調光レベルを補正するだけでは、近
距離の被写体を撮影する場合やレンズが明るい（撮影絞りが開放に近い）場合に対する露
出オーバーは解決できない。
【００１７】
また、シンクロモード撮影を行う際、被写体輝度が低かったり、周囲が暗く、被写体像

10

の残像を写すために充分な周辺光量を得られない場合がある。こういった場合、キセノン
管が発光している時間のみの被写体像が撮影され、それ以外の時間は、例え露光中であっ
ても被写体像が撮影されないため、特に被写体が動いている場合に、その動きを表現する
ことができないという問題点があった。
【００１８】
一方、白色発光ダイオードはキセノン管に比べて光量が乏しいたため、白色発光ダイオ
ードのみを使用した場合に、カメラの撮影に必要な発光量を得ることができないという問
題があった。
【００１９】
本発明は上記問題点を鑑みてなされたものであり、ストロボ装置において、大発光量か
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ら小発光量に至るまで、適正な実発光量の光を発光できるようにすることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００２０】
上記目的を達成するために、本発明の撮像装置は、閃光を発光する第１の発光手段と、
一定強度の光を持続的に発光する第２の発光手段とを有するストロボ手段と、前記第１の
発光手段と、前記第２の発光手段の発光量及び発光タイミングを制御する制御手段とを有
する。
【００２１】
好ましくは、上記撮像装置は、被写体輝度に応じて、撮影に必要な前記ストロボ手段の
発光量と、露光時間とを取得する取得手段を更に有し、前記制御手段は、前記第１の発光
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手段の発光量と、前記第２の発光手段の発光量との合計が、前記ストロボ手段の発光量に
なると共に、前記露光時間内に前記第１の発光手段の発光が終了するように、前記第１の
発光手段及び前記第２の発光手段の発光量及び発光タイミングを制御する
【００２２】
閃光を発光する第１の発光手段と、一定の発光強度の光を持続的に発光する第２の発光
手段とを有する、撮像装置と連携して用いられるストロボ装置の制御方法であって、被写
体輝度に応じて、撮影に必要な前記ストロボ装置の発光量と露光時間とを取得する取得工
程と、前記第１の発光手段の発光量と、前記第２の発光手段の発光量との合計が、前記取
得手段により取得した前記ストロボ手段の発光量になると共に、前記露光時間内に前記第
１の発光手段の発光が終了するように、前記第１の発光手段及び前記第２の発光手段の発
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光量及び発光タイミングを決定する発光時間決定工程と、前記決定した発光量及び発光タ
イミングに基づいて、前記第１の発光手段及び前記第２の発光手段を制御する制御工程と
を有する。
【００２３】
また、本発明のストロボ装置は、閃光を発光する第１の発光手段と、一定強度の光を持
続的に発光する第２の発光手段と、前記第１の発光手段と、前記第２の発光手段の発光量
及び発光タイミングを制御する制御手段とを有する。
【発明の効果】
【００２４】
本発明によれば、ストロボ装置において、大発光量から小発光量に至るまで、適正な実
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発光量の光を発光することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２５】
以下、添付図面を参照して本発明を実施するための最良の形態を詳細に説明する。
【００２６】
図１は、本発明の実施の形態における撮像装置の内部構成を示すブロック図である。こ
こでは、光電変換素子を用いて被写体の撮影を行うディジタルスチルカメラ、ディジタル
ビデオカメラ等の撮像装置を例に挙げて説明するが、本発明は銀塩フィルムを用いたカメ
ラにも適用可能である。
【００２７】
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図１に示すように、本実施の形態の撮像装置は、主にカメラ本体１００と、カメラ本体
１００に着脱可能なレンズユニット３００により構成されている。
【００２８】
レンズユニット３００において、３１０は複数のレンズから成る撮像光学系、３１２は
絞り、３０６は、レンズユニット３００をカメラ本体１００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をカメラ本体１００
と電気的に接続する各種機能が含まれている。３２０は、レンズマウント３０６において
、レンズユニット３００をカメラ本体１００と接続するためのインターフェース、３２２
はレンズユニット３００をカメラ本体１００と電気的に接続するコネクタである。
【００２９】

20

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、データ信号などを伝え合うと共に、各種電圧の電流を供給されるあるいは供給する
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、音声通信など
を伝達する構成としても良い。
【００３０】
３４０は測光部４４からの測光情報に基づいて、後述するカメラ本体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を制御する絞り制御
部である。３４２は撮像光学系３１０のフォーカシングを制御するフォーカス制御部、３
４４は撮像光学系３１０のズーミングを制御するズーム制御部である。
【００３１】
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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、プログラムなどを記憶するメモリを備
えている。更に、レンズユニット３００固有の番号などの識別情報、管理情報、開放絞り
値や最小絞り値、焦点距離などの機能情報、現在や過去の各設定値などを保持する不揮発
メモリも備えている。
【００３２】
次に、カメラ本体１００の構成について説明する。
【００３３】
１０６はカメラ本体１００とレンズユニット３００を機械的に結合するレンズマウント
、１３０、１３２はミラーで、撮像光学系３１０に入射した光線を一眼レフ方式によって
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光学ファインダー１１０に導く。なお、ミラー１３０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。１２は絞り機能を備えるシ
ャッター、１４は光学像を電気信号に変換する撮像素子である。撮像光学系３１０に入射
した光線は、一眼レフ方式によって光量制限手段である絞り３１２、レンズマウント３０
６および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上に結像する。
【００３４】
１６は撮像素子１４のアナログ信号出力をディジタル信号に変換するＡ／Ｄ変換器であ
る。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
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回路５０により制御される。
【００３５】
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
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う。そして
、得られた演算結果に基づいてシステム制御回路５０がシャッター制御部４０、測距部４
２に対して、ＴＴＬ（スルー・ザ・レンズ）方式のオートフォーカス（ＡＦ）処理、自動
露出（ＡＥ）処理、ストロボ調光（ＥＦ）処理を行っている。さらに、画像処理回路２０
は、画像表示部２８に表示する画像データに対して、画像データに付随するホワイトバラ
ンス補正データに基づいてホワイトバランス（ＷＢ）処理も行っている。
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【００３６】
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、画像表示部２８、メモリ３０、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、メモリ制御回路２２を介して、或いはメモリ制御回路２２のみを介して、画像表
示メモリ２４或いはメモリ３０に書き込まれる。
【００３７】
２４は画像表示メモリ、２６はＤ／Ａ変換器、２８はＴＦＴ

ＬＣＤ等から成る画像表

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
を介して画像表示部２８により表示される。画像表示部２８を用いて、撮像した画像デー
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タを逐次表示することで、電子ビューファインダー（ＥＶＦ）機能を実現することができ
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をＯＮ／Ｏ
ＦＦすることが可能であり、表示をＯＦＦにした場合にはカメラ本体１００の電力消費を
大幅に低減することができる。
【００３８】
３０は撮影した静止画像や動画像を格納するためのメモリであり、所定枚数の静止画像
や所定時間の動画像を格納するのに十分な記憶容量を備えている。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、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。
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【００３９】
３２は適応離散コサイン変換（ＡＤＣＴ）等、公知の圧縮方法を用いて画像データを圧
縮・伸長する圧縮・伸長回路である。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或いは伸長処理を行い、処理を終えたデータを再びメモリ３０に
書き込む。
【００４０】
４０は測光部４４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を制御するシャッター制御部である。４１はシンクロ接点
スイッチ（Ｘ接点スイッチ）であり、シャッター制御部４０により制御されるシャッター
先幕に連動するスイッチで、先幕が全開（開放）した時点でＯＮとなるように構成される
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。
【００４１】
４２はＡＦ（オートフォーカス）処理を行うための測距部である。撮像光学系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および１０６、
ミラー１３０、そして測距用サブミラー（図示せず）を介して測距部４２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合焦状態を測定することができる。
【００４２】
４４はＡＥ（自動露出）処理を行うための測光部である。撮像光学系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および１０６、ミラー１
３０および１３２、そして測光用レンズ（不図示）を介して測光部４４に入射させる。こ
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れにより、測光部４４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とができ
る。また、測光部４４は、ストロボ７０と連携することによりＥＦ（ストロボ調光）処理
機能も有するものである。
【００４３】
４８は撮像光学系３１０のフォーカスレンズの絶対位置を検出し、撮像装置から被写体
までの距離を得るために設けた被写体距離検出部である。被写体距離検出部４８は、例え
ば至近位置から無限遠までを４ｂｉｔ程度のコードパターンからなり、不図示のブラシ接
点を用いて合焦位置での被写体距離が検出できるようになっている。
【００４４】
５０はカメラ本体１００全体を制御するシステム制御回路、５２はシステム制御回路５
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０の動作用の定数、変数、プログラム等を記憶するメモリである。
【００４５】
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、音声などを
用いて動作状態やメッセージなどを外部に通知するための通知部である。通知部５４とし
ては、例えばＬＣＤやＬＥＤなど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
う発音素子などが用いられるが、これらのうち１つ以上の組み合わせにより構成される。
特に、表示部の場合には、カメラ本体１００の操作部１１６近辺の、視認しやすい、単数
あるいは複数箇所に設置されている。また、通知部５４は、その一部の機能が光学ファイ
ンダー１０４内に設置されている。
【００４６】
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通知部５４の表示内容の内、ＬＣＤなどに表示するものとしては以下のものがある。ま
ず、シングルショット／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
がある。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
録に関する表示がある。また、シャッタースピード表示、絞り値表示、露出補正表示、ス
トロボ表示、赤目緩和表示等の撮影条件に関する表示がある。その他に、マクロ撮影表示
、ブザー設定表示、時計用電池残量表示、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及び２１０の着脱状態表示、レンズユニット３００の着脱状
態表示がある。更に、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
状態を示す表示なども行われる。
【００４７】
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また、通知部５４の表示内容の内、光学ファインダー１１０内に表示するものとしては
、合焦表示、撮影準備完了表示、手ぶれ警告表示、ストロボ充電表示、ストロボ充電完了
表示、シャッタースピード表示、絞り値表示、露出補正表示等がある。また、記録媒体書
き込み動作、マクロ撮影設定通知、二次電池充電状態等も表示される。
【００４８】
また、通知部５４の表示内容のうち、ランプなどに表示するものとしては、セルフタイ
マー通知ランプなどがある。このセルフタイマー通知ランプはＡＦ補助光と共用しても良
い。
【００４９】
５６は電気的に消去・記録可能な不揮発性メモリであり、例えばＥＥＰＲＯＭ等が用い

40

られる。
【００５０】
６０、６２、６４、６６及び１１６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。
【００５１】
ここで、これらの操作手段の具体的な説明を行う。
【００５２】
６０はモードダイアルスイッチで、各機能モードを切り替え設定することができる。各
機能モードとしては、例えば、自動撮影モード、プログラム撮影モード、シャッター速度

50

(9)

JP 2007‑178925 A 2007.7.12

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（ＤＥＰＳ
）撮影モードがある。また、ポートレート撮影モード、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。更に、再生モー
ド、マルチ画面再生・消去モード、ＰＣ接続モード等がある。
【００５３】
６２はシャッタースイッチＳＷ１で、不図示のシャッターボタンの第１ストローク（例
えば半押し）によりＯＮとなり、ＡＦ処理、ＡＥ処理、ＡＷＢ処理、ＥＦ処理等の動作開
始を指示する。
【００５４】
６４はシャッタースイッチＳＷ２で、不図示のシャッターボタンの第２ストローク（例
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えば全押し）によりＯＮとなり、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から読み出した信号をＡ／Ｄ
変換器１６、メモリ制御回路２２を介して画像データをメモリ３０に書き込み、更に、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が行われる。更に、メモ
リ３０から画像データを読み出し、圧縮・伸張回路３２で圧縮を行い、記録媒体２００あ
るいは２１０に画像データを書き込む記録処理が行われる。
【００５５】
６６は同調モード切り替えスイッチであり、ストロボ撮影時の同調モードである、先幕
シンクロモードと後幕シンクロモードのどちらかを選択する。
【００５６】
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１１６は各種ボタンやタッチパネルなどから成る操作部である。一例として、メニュー
ボタン、セットボタン、マクロボタン、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換えボタン、メニュー移動＋（プラス）ボタン
、メニュー移動−（マイナス）ボタンを含む。他に、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、日付／時間
設定ボタン等も含む。
【００５７】
また、パノラマモード等の撮影および再生を実行する際に各種機能の選択および切り替
えを設定する選択／切り替えボタン、パノラマモード等の撮影および再生を実行する際に
各種機能の決定および実行を設定する決定／実行ボタンを含む。更には、画像表示部２８
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のＯＮ／ＯＦＦを設定する画像表示ＯＮ／ＯＦＦスイッチ、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
チを含む。また、ＪＰＥＧ圧縮の圧縮率を選択するため、あるいは撮像素子１４から得た
信号をそのままディジタル化して記録媒体に記録するＣＣＤＲＡＷ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含む。また、再生モード、ＰＣ接続モードなどの
各機能モードを設定することができる再生スイッチ、ワンショットＡＦモードとサーボＡ
Ｆモードとを設定することができるＡＦモード設定スイッチ等がある。ワンショットＡＦ
モードでは、レリーズスイッチＳＷ１の押下に応じてオートフォーカス動作を開始し、一
旦合焦するとその合焦状態を保ち続ける。一方、サーボＡＦモードでは、レリーズスイッ
チＳＷ１を押している間は連続してオートフォーカス動作を続ける。
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【００５８】
また、上記プラスボタンおよびマイナスボタンの各機能は、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。
【００５９】
７０はキセノン管（Ｘｅ）７２および白色発光ダイオード（ＬＥＤ）７４を有するスト
ロボ装置であり、ＡＦ補助光の投光機能、ストロボ調光機能も有する。キセノン管７２お
よび白色発光ダイオード７４は、ビデオＴＴＬ方式を用いて露出制御およびＡＦ制御をす
ることも可能である。この場合、Ａ／Ｄ変換器１６から出力される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に基づき、システム制御回路５０がシャッター制御部
４０、絞り制御部３４０、フォーカス制御部３４２に対して制御を行う。さらに、測距部
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４２による測定結果と、Ａ／Ｄ変換器１６から出力される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共に用いてＡＦ制御を行っても構わない。そして、測光部
４４による測定結果と、Ａ／Ｄ変換器１６から出力される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共に用いて露出制御を行っても構わない。
【００６０】
７３は、ストロボ装置７０のキセノン管７２発光用のメインコンデンサ、７８は、メイ
ンコンデンサ７３の充電電圧を検出する電圧検出部である。７６は、測光部４４の測光結
果に基づいてシステム制御回路５０が算出した発光強度および発光タイミングでキセノン
管７２と白色発光ダイオード７４の発光を制御するストロボ制御部である。
【００６１】
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８０は電源制御部で、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により構成されている。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。
【００６２】
８４、８６はコネクタ、８８はアルカリ電池やリチウム電池等の一次電池やＮｉＣｄ電
池やＮｉＭＨ電池、Ｌｉ−ｉｏｎ電池、Ｌｉポリマー電池等の二次電池、ＡＣアダプター
等からなる電源部である。８２は、コネクタ８４および８６を介して電源部８８の電池残
量を検出する電池残量検出部である。
【００６３】
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９０及び９４はメモリカードやハードディスク等の記録媒体とのインターフェース、９
２及び９６はメモリカードやハードディスク等の記録媒体と接続を行うコネクタである。
９８はコネクタ９２及び／或いは９６に記録媒体２００或いは２１０が装着されているか
否かを検知する記録媒体着脱検知回路である。
【００６４】
なお、本実施の形態では記録媒体を取り付けるインターフェース及びコネクタを２系統
持つものとして説明しているが、記録媒体を取り付けるインターフェース及びコネクタは
、単数或いは複数、いずれの系統数を備える構成としても構わない。また、異なる規格の
インターフェース及びコネクタを組み合わせて備える構成としても構わない。
【００６５】
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インターフェース及びコネクタとしては、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。規格に準拠した記憶媒体の一例としては、ＰＣＭＣＩＡ（
Personal Computer Memory Card International Association） カ ー ド や Ｃ Ｆ （ コ ン パ ク
トフラッシュ（登録商標））カード、ＳＤカード等がある。インターフェース９０及び９
４、そしてコネクタ９２及び９６をＰＣＭＣＩＡカードやＣＦ（登録商標）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 、 Ｌ Ａ Ｎ カ ー ド や モ デ ム カ ー ド 、 Ｕ Ｓ Ｂ （ Universal Serial Bus） カ ー ド
、 Ｉ Ｅ Ｅ Ｅ （ Institute of Electrical and Electronic Engineers） １ ３ ９ ４ カ ー ド が あ
る 。 他 に も 、 Ｐ １ ２ ８ ４ カ ー ド 、 Ｓ Ｃ Ｓ Ｉ （ Small Computer 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

40

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。
【００６６】
１１０は光学ファインダーである。撮像光学系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および１０６、ミラー１３０および１３２
を介して導き、光学ファインダー１１０から光学像として観察することができる。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を行うことが可能である。また、光学ファインダー１１０内には、
通知部５４の一部の機能、例えば、合焦状態、手振れ警告、フラッシュ充電、シャッター
スピード、絞り値、露出補正などが表示される。
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【００６７】
１１２は通信回路で、ＲＳ２３２ＣやＵＳＢ、ＩＥＥＥ１３９４、Ｐ１２８４、ＳＣＳ
Ｉ、モデム、ＬＡＮ、無線通信、等の各種通信機能を有する。１１４は通信回路１１０に
よりカメラ本体１００を他の機器と接続するコネクタ或いは無線通信の場合はアンテナで
ある。
【００６８】
１１８は電源スイッチで、カメラ本体１００の電源オン、電源オフの各モードを切り替
え設定することができる。また、カメラ本体１００に接続されたレンズユニット３００、
記録媒体２００、２１０などの各種付属装置の電源オン、電源オフの設定も合わせて切り
替え設定することができる。

10

【００６９】
１２０は、レンズマウント１０６内において、カメラ本体１００をレンズユニット３０
０と接続するためのインターフェース、１２２はカメラ本体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。また、１２４はレンズマウント１０６およびコネ
クタ１２２にレンズユニット３００が装着されているか否かを検知するレンズ着脱検知部
である。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、データ信号などを伝え合うと共に、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、音声通信などを伝達する構
成としても良い。
【００７０】

20

１２６は、カメラ本体１００を外部ストロボ装置と接続するためのインターフェース、
１２８はカメラ本体１００を外部ストロボ装置と電気的に接続するコネクタである。コネ
クタ１２８は、カメラ本体１００と外部ストロボ装置との間で制御信号、状態信号、デー
タ信号などを伝え合うと共に、各種電圧の電流を供給する機能も備えている。また、１３
４はコネクタ１２８に外部ストロボ装置が装着されているか否かを検知するストロボ着脱
検出部である。
【００７１】
１５０はストロボホワイトバランス算出回路である。ここでは、測光部４４の測光結果
に基づいてシステム制御回路５０が算出したストロボ装置７０のキセノン管７２および白
色発光ダイオード７４の発光量と発光タイミングとから、ストロボ装置７０から発光され

30

るストロボ光の色温度を算出する。
【００７２】
１５２は、撮影者の光源選択や色温度入力、ストロボホワイトバランス算出回路１５０
によって算出された色温度に応じて予め設定されたホワイトバランス調整のゲインを記憶
する色温度補正データ記憶部である。
【００７３】
１５４はホワイトバランス制御回路で、画像処理回路２０がホワイトバランスの処理を
するのに必要なホワイトバランス補正データを算出する。ここで、色温度補正データ記憶
部１５２に記憶されている撮影者の光源選択や色温度入力、ストロボホワイトバランス算
出回路１５０により算出された色温度に応じて予め設定されたホワイトバランス調整のゲ
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インに基づいて算出を行う。
【００７４】
２００及び２１０はメモリカードやハードディスク等の記録媒体である。この記録媒体
２００及び２１０は、それぞれ、半導体メモリや磁気ディスク等から構成される記録部２
０２及び２１２、カメラ本体１００とのインターフェース２０４及び２１４、カメラ本体
１００と接続を行うコネクタ２０６及び２１６を備えている。
【００７５】
記録媒体２００及び２１０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Ｄ
ＡＴ、光磁気ディスク、ＣＤ−ＲやＣＤ−ＷＲ等の光ディスク、ＤＶＤ等の相変化型光デ
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ィスク等で構成されていても勿論構わない。
【００７６】
なお、本実施の形態における撮像装置として、レンズユニット３００がカメラ本体から
着脱可能な一眼レフタイプの撮像装置を説明したが、レンズユニットとカメラ本体が一体
化されたものであっても良い。
【００７７】
また、シャッター１２は、絞りとシャッターを兼用するレンズシャッタータイプとして
説明したが、絞りとシャッターは独立していても良い。また、シャッターはフォーカルプ
レーン式のシャッターで構成されても良い。また、レンズユニット３００は、ズーム機能
の無い単焦点レンズであっても良い。

10

【００７８】
また、操作系についてもモードダイアルでなく、プッシュＳＷの組み合わせでモードが
切り替え可能なように構成しても良い。
【００７９】
＜第１の実施形態＞
次に、上記構成を有する撮像装置の本発明の第１の実施形態に係る動作について説明す
る。
【００８０】
図２は、本発明の第１の実施形態における撮像装置の動作を示すフローチャートである
。図２において、カメラ本体１００の電源スイッチ１１８がＯＮされて撮像装置が動作状

20

態となると、モードダイアルスイッチ６０の状態を確認して、撮影モードが選択されてい
るかどうかを判断する（ステップＳ１００）。撮影モード以外のモードが選択されていれ
ば、ステップＳ１０１に進んで選択されているモードに対応した処理を実行してステップ
Ｓ１００に戻る。撮影モードが選択されていればステップＳ１０１に進む。ステップＳ１
０１では、レリーズボタン（不図示）が半押しされ、レリーズスイッチＳＷ１（６２）が
ＯＮされたか否かを判別する（ステップＳ１０１）。レリーズスイッチＳＷ１（６２）が
ＯＮされていない場合は、ＯＮされるまでこの判別動作を繰り返し実行する。
【００８１】
レリーズスイッチＳＷ１（６２）がＯＮされると、システム制御回路５０は、測光処理
を行って絞り値及びシャッタースピードを決定し、測距処理を行って撮像光学系３１０の

30

焦点を被写体に合わせる（ステップＳ１０３）。測光の結果、必要であればストロボ・フ
ラグをセットし、ストロボの設定も行う。このステップＳ１０３で行う測距・測光処理の
詳細について、図３を参照して説明する。
【００８２】
図３は、図２のステップＳ１０３における測距・測光処理の詳細なフローチャートを示
す。システム制御回路５０は、撮像素子１４から電荷信号を読み出し、Ａ／Ｄ変換器１６
を介して画像処理回路２０に画像データを逐次読み込む（ステップＳ２０１）。
【００８３】
そして、測光部４４により画面内を複数エリアに分割して定常光下での被写体輝度を測
定する。露出（ＡＥ）が適正ではないと判断したならば（ステップＳ２０２でＮＯ）、被

40

写体輝度が適正レベルとなるようにシャッタースピードや絞り値を変更するＡＥ制御を行
う（ステップＳ２０３）。そしてステップＳ２０４に進み、システム制御回路５０は、Ａ
Ｅ制御で得られた測定データを用いてストロボによる調光が必要か否かを判断する。スト
ロボによる調光が必要ならば（ステップＳ２０４でＹＥＳ）ストロボ・フラグをセットし
、ストロボ７０を充電する（ステップＳ２０５）。
【００８４】
露出（ＡＥ）が適正と判断したならば（ステップＳ２０２でＹＥＳ）、シャッタースピ
ード及び絞り値（測光データ）を不揮発性メモリ５６に記憶する。
【００８５】
次に、合焦と判断されるまで（ステップＳ２０６でＮＯの間）、ステップＳ２０７にお
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いてＡＦ制御を行う。ステップＳ２０７では、システム制御回路５０は、位相差検出方式
による焦点検出動作を行う。焦点検出を行うポイントである焦点検出ポイントが複数ある
場合には、撮影者が任意にいずれかの焦点検出ポイントを選択するようにしても、近点優
先を基本の考え方とした自動選択方式により選択するようにしてもよい。ここでは、測距
部４２から得られるＡＦ信号が、選択された焦点検出ポイントで合焦を示す値となるよう
に、インターフェース１２０および３２０、コネクタ１２２および３２２を介してフォー
カス制御部３４２を制御する。このようにして、撮像光学系３１０のフォーカスレンズを
駆動することによってＡＦ制御を行う。
【００８６】
測距（ＡＦ）の結果、合焦と判断したならば（ステップＳ２０６でＹＥＳ）、測定デー

10

タ及び／或いは設定パラメータを不揮発性メモリ５６に記憶に記憶し、測距・測光処理ル
ーチン（ステップＳ１０３）を終了する。
【００８７】
測距・測光処理が終了すると、ステップＳ１０４に進み、レリーズボタン（不図示）が
全押しされたか否か、即ち、レリーズスイッチＳＷ２（６４）がＯＮされたか否かを判定
する。そしてレリーズスイッチＳＷ２（６４）がＯＮされていない場合は、ステップＳ１
０５に進み、レリーズスイッチＳＷ１（６２）がＯＮされているかどうかを判定する。Ｏ
Ｎの場合には、ステップＳ１０４に戻ってレリーズスイッチＳＷ２（６４）の判定を繰り
返し、ＯＦＦの場合には、ステップＳ１００に戻る。レリーズスイッチＳＷ２（６４）が
ＯＮされると、ステップＳ１０６に進む。

20

【００８８】
ステップＳ１０６では、ストロボ発光量Ｖを算出する。ここで、ステップＳ１０６で行
われるストロボ発光量Ｖの演算処理について、図４のフローチャートを参照して説明する
。
【００８９】
システム制御回路５０は、ストロボ制御部７６を制御し、予め設定されたプリ発光量と
なるようにストロボ装置７０のキセノン管７２をプリ発光させる（ステップＳ３０１）。
次に、システム制御回路５０は、測光部４４によりステップＳ３０１でプリ発光した場合
の被写体輝度を測定する（ステップＳ３０２）。
【００９０】

30

そして、不揮発性メモリ５６に記憶されている、図２のステップＳ１０３で測定した定
常光下での被写体輝度と、ステップＳ３０２で測定したプリ発光した時の被写体輝度とに
基づいて、適正な露出となるストロボ発光量Ｖを演算する（ステップＳ３０３）。なお、
ステップＳ３０３におけるストロボ発光量Ｖの演算方法としては、公知の演算方法を用い
ることができる。
【００９１】
ステップＳ３０３でストロボ発光量Ｖの演算を終えると図２に戻り、ストロボ装置７０
における、キセノン管７２の発光時間、及び、白色発光ダイオード７４の発光強度および
発光タイミングを算出する（ステップＳ１０７）。ここで、ステップＳ１０７で行われる
発光時間、発光強度および発光タイミングの取得処理について説明する。
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【００９２】
図５は、キセノン管７２の発光時間と白色発光ダイオード７４の発光強度および発光タ
イミングを求める動作を示すフローチャートであり、図６は本発明の第１の実施形態にお
けるキセノン管７２と白色発光ダイオード７４の発光波形を示す図である。ここで図５及
び図６を用いて、図２のステップＳ１０５におけるキセノン管７２の発光時間、及び白色
発光ダイオード７４の発光量および発光タイミングを求める処理について説明する。
【００９３】
まず、ステップＳ４０１において、システム制御回路５０は、キセノン管７２の発光量
ＶXeと、発光時間ＴXe（ｔ5−ｔ0）を求める。なお、発光時間ＴXeとは、キセノン管７２
に発光指示を出してから、発光停止指示を出すまでの時間のことを指すものとする。キセ
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ノン管７２の発光量ＶXeは、ステップＳ１０５で求めたストロボ発光量Ｖ以下でなければ
ならない。また、発光時間ＴXeは、不図示の発光遮断回路の応答遅れやキセノン管７２の
イオン消滅に係る時間を考慮し、図２のステップＳ１０３で決定されたシャッタースピー
ド内にキセノン管７２が必ず消灯するように決める必要がある。上述したように、キセノ
ン管７２への発光停止を指示してから実際に発光停止に至るまでの時間（以下、「減衰時
間Ｔd」と呼ぶ。）は、発光停止指示時の発光量の大きさに関わらずあまり変わらない。
従って、減衰時間Ｔdを予め求めておき、シャッタースピードから減衰時間Ｔdを差し引け
ば、確実にキセノン管７２をシャッタースピード内に消灯させることができる。
【００９４】
従って、キセノン管７２の全発光量ＶXe及び発光時間ＴXeは、例えば、様々な発光時間

10

に対するキセノン管７２の発光量を示すテーブルを予めメモリ５２などに記憶しておき、
条件に合うものを選択することで求めることができる。つまり、発光量ＶXeがストロボ発
光量Ｖ以下であって、且つ、発光時間ＴXeがシャッタースピードから減衰時間Ｔdを引い
た時間よりも短い組み合わせから選択する。ここで、白色発光ダイオード７４により補足
可能な発光量となる範囲で選択する必要があり、例えば、最もストロボ発光量に近いもの
を選択する。なお、テーブルの代わりに、発光時間と発光量の関係を近似した式を記憶し
ておくようにしても良い。
【００９５】
次に、ストロボ発光量Ｖとキセノン管７２の全発光量の差（＝Ｖ−ＶXe）を白色発光ダ
イオード７４の発光量ＶLEDとする（ステップＳ４０２）。
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【００９６】
次に、白色発光ダイオード７４の発光量ＶLEDと、シャッタースピードとから、白色発
光ダイオード７４の発光タイミングｔLED及び発光強度ＩLEDを算出する（ステップＳ４０
３）。白色ダイオード７４の発光強度は、図１３に示したように発光時間に関係なく一定
であると共に、電流によって制御することが可能である。従って、白色発光ダイオード７
４の発光強度ＩLED×発光時間ＴLEDが白色発光ダイオード７４の発光量ＶLEDとなるよう
に、任意に決定することが可能である。例えば、先幕シンクロ、後幕シンクロ、スポーツ
撮影モード、通常撮影モード、というように、目的に応じて予め適切な発光時間ＴLEDを
設定しておき、発光強度を決定するようにすることが考えられる。発光タイミングｔLED
は、シャッタースピードから発光時間ＴLEDを差し引くことで求めることができる。
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【００９７】
上述したようにして、ストロボ装置７０のキセノン管７２の発光時間ＴXeおよび白色発
光ダイオード７４の発光強度ＩLEDおよび発光タイミングｔLEDの算出動作を終えると、図
２の処理に戻る。
【００９８】
そして、ステップＳ１０８へ進み、撮影処理を行う。このステップＳ１０８で行われる
撮影処理について、図７を参照して説明する。
【００９９】
図７は、図２のステップＳ１０８における撮影処理の詳細なフローチャートを示す。
【０１００】
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システム制御回路５０は、ステップＳ５０１において、不揮発性メモリ５６に記憶され
た測光データを読み出す。そして、測光部４４により、絞り機能を有するシャッター１２
を読み出した測光データに対応する絞り値に応じて開放し、ステップＳ５０２で撮像素子
１４の露光を開始する。
【０１０１】
ステップＳ５０３で、ストロボ・フラグがセットされているかをチェックしてストロボ
７０が必要か否かを判断する。必要な場合にはキセノン管７２及び白色発光ダイオード７
４を、ステップＳ１０５で取得した発光時間、発光強度、発光タイミングに基づいて発光
させる（ステップＳ５０４）。ストロボ７０が不要な場合には、ストロボ７０の発光を行
わずに、ステップＳ５０５に進む。
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【０１０２】
システム制御回路５０は、測光データに従って撮像素子１４の露光終了を待ち（ステッ
プＳ５０５）、シャッター１２を閉じて（ステップＳ５０６）、撮像素子１４から電荷信
号を読み出す。そして、Ａ／Ｄ変換器１６、画像処理回路２０、メモリ制御回路２２を介
して、或いはＡ／Ｄ変換器１６から直接メモリ制御回路２２を介して、メモリ３０に撮影
画像のデータを書き込む（ステップＳ５０７）。
【０１０３】
一方、ストロボ・フラグがセットされている場合には、上記処理と並行して、システム
制御回路５０は、以下の処理を行う。まず、ステップＳ１０５で算出されたキセノン管７
２および白色発光ダイオード７４の発光量を基に、ストロボホワイトバランス算出回路１

10

５０によりストロボ装置７０から発光されるストロボ光の色温度を算出する（ステップＳ
５１０）。そして、算出された色温度に応じて、予め設定されたホワイトバランス調整の
ゲインを色温度補正データ記憶部１５２に記憶させる（ステップＳ５１１）。
【０１０４】
そしてホワイトバランス制御回路１５４は、色温度補正データ記憶部１５２に記憶され
たゲインを基に、撮影した画像の画像データを画像処理回路２０がホワイトバランス処理
するのに必要なホワイトバランス補正データを算出する（ステップＳ５１２）。
【０１０５】
ステップＳ５０７の後、システム制御回路５０は、メモリ制御回路２２そして必要に応
じて画像処理回路２０を用いて、メモリ３０に書き込まれた画像データを読み出す。そし
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て、読み出した画像データに対して、必要に応じて垂直加算処理や所定の画素補間処理、
色処理等の画像処理を順次行う（ステップＳ５０８）。その後、ホワイトバランス補正デ
ータと共に、メモリ制御回路２２を介して、メモリ３０に書き込む（ステップＳ５０９）
。あるいは、画像処理を施されていないＡ／Ｄ変換器１６から出力された画像データを、
直接メモリ制御回路２２を介してホワイトバランス補正データと共に、画像メモリ２４あ
るいはメモリ３０に書き込むようにしても良い。
【０１０６】
システム制御回路５０は、メモリ３０から画像データを読み出し、メモリ制御回路２２
を介して画像表示メモリ２４に表示画像データの転送を行う（ステップＳ５１３）。一連
の処理を終えたならば、撮影処理ルーチン（ステップＳ１０８）を終了する。
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【０１０７】
撮影処理が終了すると、ステップＳ１０９に進んで記録処理を行う。図８は、図２のス
テップＳ１０９における記録処理の詳細なフローチャートを示す。
【０１０８】
まず、ステップＳ６０１において、システム制御回路５０は、メモリ３０から読み出さ
れた画像データに対して圧縮・伸長回路３２で圧縮処理を行う。そして、インターフェー
ス９０或いは９４、コネクタ９２或いは９６を介して、メモリカードやコンパクトフラッ
シュ（登録商標）カード等の記録媒体２００或いは２１０へ圧縮した画像データの書き込
みを行う（ステップＳ６０２）。
【０１０９】

40

記録媒体への書き込みが終わったならば、記録処理ルーチン（ステップＳ１０９）を終
了する。
【０１１０】
記録処理が終了すると、システム制御回路５０は、レリーズスイッチＳＷ２の状態を判
断し、ＯＦＦされるまで待機する（ステップＳ１１０）。シャッタースイッチＳＷ２が放
されると、シャッタースイッチＳＷ１の状態を判断し、ＯＦＦされるまで待機する（ステ
ップＳ１１１）。シャッタースイッチＳＷ１がＯＦＦされると、システム制御回路５０は
、一連の撮影動作を終えてステップＳ１００に戻る。
【０１１１】
以上説明したように、本第１の実施形態に係る撮像装置では、発光量は大きいが微小発
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光量の制御が難しいキセノン管と、微小発光量の制御は容易であるが発光量が小さい白色
発光ダイオードを、適切な全体発光量が得られるように組み合わせて発光させる。これに
より、適切なタイミングで過不足無く所望の発光量を得ることが可能になる。
【０１１２】
＜第２の実施形態＞
次に、図１に示す構成を有する撮像装置の本発明の第２の実施形態に係る動作について
説明する。
【０１１３】
図９は、本発明の第２の実施形態における撮像装置の動作を示すフローチャートである
。なお、図９において、第１の実施形態で説明した図２に示す処理と同様の処理には同じ
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参照番号を付し、説明を適宜省略する。
【０１１４】
図９において、撮影モードが選択されると（ステップＳ１００でＹＥＳ）、ステップＳ
７０１において、同調モード切り換えスイッチ６６により、ストロボ撮影時の同調モード
が先幕シンクロモードと後幕シンクロモードの何れに設定されているかを判断する。
【０１１５】
その後、レリーズボタン（不図示）が半押しされて、レリーズスイッチＳＷ１（６２）
がＯＮされると（ステップＳ１０２）、ステップＳ１０３で測距・測光処理を行い、ステ
ップＳ１０４に進む。ステップＳ１０４においてレリーズスイッチＳＷ２（６４）がＯＮ
されると、ステップＳ１０６でストロボ発光量Ｖを求める。
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【０１１６】
次に、ステップＳ７０２で、ストロボ装置７０における、キセノン管７２の発光時間と
白色発光ダイオード７４の発光強度を算出する。
【０１１７】
図１０は、ステップＳ７０２で行われる本第２の実施形態におけるキセノン管７２と白
色発光ダイオード７４の発光量を決定する動作を示すフローチャートである。
【０１１８】
まず、システム制御回路５０は、被写体像の残像を写すのに必要な白色ダイオード７４
の発光強度ＩLEDを求める（ステップＳ８０１）。この際、図９のステップＳ１０３で測
定した定常光下での被写体輝度と、ステップＳ１０４でストロボ発光量Ｖを求めるために
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測定したプリ発光した時の被写体輝度とに基づいて求める。例えば、定常光下での様々な
被写体輝度と、プリ発光した時の様々な被写体輝度とに対する、被写体像の残像を写すの
に必要な発光強度を予めテーブルとして記憶しておき、条件に合うものを選択することで
求めることができる。また、対応する被写体輝度がテーブルに無い場合には、補間処理等
を行って発光強度を求めればよい。
【０１１９】
次に、ステップＳ８０２において、キセノン管７２の発光時間ＴLEDを求める。そのた
めに、システム制御回路５０は、まず、キセノン管７２の発光量ＶLEDを求める。キセノ
ン管７２の発光量ＶXeは、白色発光ダイオード７４の発光量ＶLEDとキセノン管７２の発
光量ＶXeの和がストロボ装置７０のストロボ発光量Ｖと等しい。ここでは、ストロボ発光
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量Ｖと、白色発光ダイオードの発光強度ＩLED及びシャッタースピード（露光時間）が決
まっているので、発光強度ＩLED×シャッタースピードにより求められる白色発光ダイオ
ードの発光量ＶLEDをストロボ発光量Ｖから減算する。更に、求めたキセノン管７２の発
光量ＶXeから、当該発光量を得るために必要な発光時間ＴXeを求める。発光時間ＴXeは、
例えば、上記第１の実施形態において説明した図５のステップＳ４０１で用いたものと同
様のテーブルまたはその近似式を用いて求めることができる。なお、対応する発光量がテ
ーブルに無い場合には、補間処理等を行って発光時間を求めればよい。
【０１２０】
上述したようにしてストロボ装置７０の白色発光ダイオード７４の発光強度ＩLED及び
キセノン管７２の発光時間ＴXeを決定する動作を終えると、図９の処理に戻る。
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【０１２１】
ステップＳ７０３へ進み、システム制御回路５０は不揮発性メモリ５６からステップＳ
１０３で決定したシャッタースピードを読み込む。更に、システム制御回路５０内の時間
カウントの基準となる計時手段であるタイマー（不図示）をスタートさせる。
【０１２２】
次に、ステップＳ７０４において、撮影処理を行う。図１１は、本第２の実施形態にお
ける撮影処理の詳細なフローチャートを示す。
【０１２３】
始めに、システム制御回路５０は、ストロボ・フラグがセットされているかをチェック
する（ステップＳ９００）。ストロボ・フラグがセットされていない場合には、ステップ
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Ｓ９２０に進んで、不揮発性メモリ５６に記憶された測光データを読み出す。そして、測
光部４４により、絞り機能を有するシャッター１２を読み出した測光データに対応する絞
り値に応じて開放し、ステップＳ９２１で撮像素子１４の露光を開始する。
【０１２４】
次に、ステップＳ９２２では、システム制御回路５０内の不図示のタイマーによってカ
ウントされている時間ｔが次式（１）を満たす値に達したか否かを判定する。
ｔ＝Ｔｓ ＋ｔｒ

…（１）

【０１２５】
なお、Ｔsは、図９のステップＳ７０３で読み込んだシャッタースピード、ｔｒはレリ
ーズタイムラグである。
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【０１２６】
ステップＳ９２２で時間ｔが上記式（１）を満たす値に達するまで待ち、達するとステ
ップＳ９２３に進み、システム制御回路５０は、シャッター制御部４０を介してシャッタ
ー１２を閉じる。
【０１２７】
一方、ストロボ・フラグがセットされている場合には、ステップＳ９０１に進んで、同
調モード切り替えスイッチ６６が先幕シンクロモードと後幕シンクロモードのどちらを示
しているかを判別する。先幕シンクロモードであった場合はステップＳ９０２へ、後幕シ
ンクロモードであった場合はステップＳ９１０へ進む。
【０１２８】

30

ステップＳ９０２では、システム制御回路５０内の不図示のタイマーによってカウント
されている時間ｔが、レリーズタイムラグｔｒに達するまで待ち、時間ｔがレリーズタイ
ムラグｔｒに達すると、ステップＳ９０３に進む。
【０１２９】
時間ｔがレリーズタイムラグｔｒに達すると、システム制御回路５０は、シャッター制
御部４０を介してシャッター１２の先幕を走行させる。この動作と共に、ストロボ制御回
路７６を介してストロボ装置７０内の白色発光ダイオード７４に対して、図９のステップ
Ｓ７０２で求めた発光強度ＩLEDでの発光を開始させる（ステップＳ９０３）。
【０１３０】
ステップＳ９０４では、シンクロ接点スイッチ（Ｘ接点スイッチ）４１がＯＮになった
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か否か、即ち、先幕が全開したかどうかを判定し、ＯＮになるとステップＳ９０５に進む
。ステップＳ９０５では、システム制御回路５０は、ストロボ制御回路７６を介してスト
ロボ装置７０内のキセノン管７２を、図９のステップＳ７０２で決定した発光時間ＴXe、
発光させる。
【０１３１】
一方、ステップＳ９０１において、同調モード切り替えスイッチ６６が後幕シンクロモ
ードであった場合、ステップＳ９１０に進む。そして、システム制御回路５０内の不図示
のタイマーによってカウントされている時間ｔが、レリーズタイムラグｔｒに達するまで
待ち、時間ｔがレリーズタイムラグｔｒに達すると、ステップＳ９１１に進む。
【０１３２】
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時間ｔがレリーズタイムラグｔｒに達すると、システム制御回路５０は、シャッター制
御部４０を介してシャッター１２の先幕を走行させる。この動作と共に、ストロボ制御回
路７６を介してストロボ装置７０内の白色発光ダイオード７４に対して、図９のステップ
Ｓ７０２で求めた発光強度ＩLEDでの発光を開始させる（ステップＳ９１１）。
【０１３３】
ステップＳ９１２では、システム制御回路５０内のタイマー（図示せず）によってカウ
ントされている時間ｔが、次式（２）を満たす値に達したか否かを判定する。
ｔ＝Ｔs＋ｔｒ−ＴXe−Ｔd

…（２）

【０１３４】
なお、Ｔsは、図９のステップＳ７０３で読み込んだシャッタースピード、ｔｒはステ
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ップＳ９１０でのレリーズタイムラグ、ＴXeは図９のステップＳ７０２において決定され
たキセノン管７２の発光時間である。また、Ｔdは、キセノン管７２への発光停止を指示
してから、発光遮断回路の応答遅れやキセノン管７２のイオン消滅により実際に発光停止
に至るまでの時間を示す。
【０１３５】
ステップＳ９１２で時間ｔが上記式（２）を満たす値に達するまで待ち、達すると、ス
テップＳ９０５に進む。
【０１３６】
ステップＳ９０５では、システム制御回路５０が、ストロボ制御回路７６を介してスト
ロボ装置７０内のキセノン管７２を、図９のステップＳ７０２で決定したキセノン管発光
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時間ＴXe、発光させる。
【０１３７】
ステップＳ９０６では、システム制御回路５０内の不図示のタイマーによってカウント
されている時間ｔが式（１）を満たす値に達したか否かを判定する。
ｔ＝Ｔｓ ＋ｔｒ

…（１）

【０１３８】
ステップＳ９０６で時間ｔが上記式（１）を満たす値に達するまで待ち、達するとステ
ップＳ９０７に進み、システム制御回路５０は、シャッター制御部４０を介してシャッタ
ー１２の後幕を走行させる。
【０１３９】
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シャッター１２の後幕が走行を終了すると、システム制御回路５０はストロボ制御部７
６を介してストロボ装置７０内の白色発光ダイオード７４を消灯させる（ステップＳ９０
８）。
【０１４０】
また、ストロボ・フラグがセットされている場合には、上記処理と並行して、図７のス
テップＳ５１０〜Ｓ５１２で説明した処理を行い、ＷＢ補正データを算出する。
【０１４１】
ステップＳ５０７以降の処理は、図７で説明した処理と同様であるため、同じ参照番号
を付して説明を省略する。
【０１４２】
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ここで撮影動作が終了し、図９のステップＳ７０４へと戻る。ステップＳ１０９〜Ｓ１
１１の処理は、図２で説明した処理と同様であるため、同じ参照番号を付して説明を省略
する。
【０１４３】
以上説明したように、本第２の実施形態によれば、上記第１の実施形態と同様の効果に
加えて、以下の効果を得ることができる。即ち、被写体輝度が低い場合や周辺光量が少な
い場合であっても、露光中は発光ダイオードが発光した状態を継続することによって被写
体像の残像を撮影するために必要な光量を得ることができる。また、キセノン管をシンク
ロタイミングで発光させることによって、撮影者が選択したシンクロモード撮影（先幕シ
ンクロモード、若しくは後幕シンクロモード）に合った撮影を行うことが可能となる。
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【０１４４】
なお、上記第１及び第２の実施形態においては、レンズユニット３００がカメラ本体１
００から着脱可能な構成のものを説明したが、カメラ本体１００内にレンズを内蔵したも
のにも本発明を適用可能であることは言うまでもない。
【０１４５】
また、上記第１及び第２の実施形態においては、一般的なストロボ装置の発光素子とし
て、キセノン管と白色発光ダイオードを用いる場合について説明したが、本願発明はこれ
に限るものではない。閃光を発光可能な発光素子と、一定の発光強度の光を持続的に発光
可能な発光素子とを組み合わせて用いる場合に、本願発明を適用することが可能である。
【０１４６】
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また、上記第１及び第２の実施形態においては、ストロボがカメラ本体１００に内蔵さ
れている場合について説明したが、これに限るものではない。上述したように、キセノン
管等の閃光を発光可能な発光素子と、白色発光ダイオード等の一定の発光強度の光を持続
的に発光可能な発光素子とを用いる外部ストロボ装置を、コネクタ１２８を介して外付け
した場合に本発明を適用可能であることは言うまでもない。
【図面の簡単な説明】
【０１４７】
【図１】本発明の実施の形態における撮像装置の構成を示すブロック図である。
【図２】本発明の第１の実施形態における撮像装置の動作を示すフローチャートである。
【図３】本発明の第１の実施形態における測距・測光ルーチンのフローチャートである。
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【図４】本発明の第１の実施形態におけるストロボ発光量Ｖの演算処理を示すフローチャ
ートである。
【図５】本発明の第１の実施形態におけるキセノン管の発光時間、及び白色発光ダイオー
ドの発光強度及び発光タイミングを求める処理を示すフローチャートである。
【図６】本発明の第１の実施形態におけるキセノン管と白色発光ダイオードの発光波形を
示す図である。
【図７】本発明の第１の実施形態における撮影ルーチンのフローチャートである。
【図８】本発明の第１の実施形態における記録ルーチンのフローチャートである。
【図９】本発明の第２の実施形態における撮像装置の動作を示すフローチャートである。
【図１０】本発明の第２の実施形態におけるキセノン管の発光時間、及び白色発光ダイオ
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ードの発光強度を求める処理を示すフローチャートである。
【図１１】本第２の実施形態における撮影時のストロボの発光制御動作を示すフローチャ
ートである。
【図１２】従来例におけるオーバーシュートについて説明する図である。
【図１３】白色発光ダイオードの発光波形を示す図である。
【符号の説明】
【０１４８】
１２：シャッター、１４：撮像素子、１６：Ａ／Ｄ変換器、１８：タイミング発生回路、
２０：画像処理回路、２２：メモリ制御回路、２４：画像表示メモリ、２６：Ｄ／Ａ変換
器、２８：画像表示部、３０：メモリ、３２：圧縮伸長回路、４０：シャッター制御部、
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４１：シンクロ接点スイッチ、４２：測距部、４４：測光部、４８：被写体距離検出部、
５０：システム制御回路、５２：メモリ、５４：通知部、５６：不揮発性メモリ、６０：
モードダイアルスイッチ、６２：シャッタースイッチＳＷ１、６４：シャッタースイッチ
ＳＷ２、６６：同調モード切り替えスイッチ、７０：ストロボ、７２：キセノン管、７３
：メインコンデンサ、７４：白色発光ダイオード、７６：ストロボ制御部、８０：電源制
御部、８２：電池残量検出部、８４、８６：コネクタ、８８：電源：９０、９４：入出力
Ｉ／Ｆ、９２、９６：コネクタ、９８：記録媒体着脱検知部、１００：カメラ本体、１０
６：レンズマウント、１１０：光学ファインダー、１１２：コネクタ（アンテナ）、１１
６：操作部、１２０：インターフェース、１２２：コネクタ、１２４：レンズ着脱検知部
、１２６：インターフェース、１２８：コネクタ、１３０、１３２：ミラー、１３４：ス
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トロボ着脱検出部、１５０：ホワイトバランス制御回路、１５２：色温度補正データ記憶
部、１５４：ホワイトバランス制御回路、２００、２１０：記録媒体、２０２、２１２：
記録部、２０４、２１４：インターフェース、２０６、２１６：コネクタ、３００：レン
ズユニット、３０６：レンズマウント、３１０：撮像光学系、３１２：絞り、３２０：イ
ンターフェース、３２２：コネクタ、３４０：絞り制御部、３４２：フォーカス制御部、
３４４：ズーム制御部、３５０：レンズシステム制御回路
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