
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　画面内の複数のポイントの像を検出する像検出手段と、
　 上記像検出手段によって検出された

選択ポイント
モニタ画面上に表示する表示手段と、

　 上記表示手段上に表示された選択ポ
イントに対して、上記像検出手段の出力のコントラストが最良になるように撮影レンズを
制御するピント制御手段と、
　を具備
　

ことを特徴とするカメラ。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
この発明はカメラに関するもので、より詳細には、デジタルカメラのピント合わせの技術
に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
デジタルカメラは、撮影レンズを介して像信号を電気的に検出できる撮像手段を有してい

10

20

JP 3970046 B2 2007.9.5

レリーズスイッチの１段目がオンになったら、 複数
のポイントの像の中から主被写体を判定し、それが位置するポイントを とし
て

上記レリーズスイッチの２段目がオンになったら、

しており、
上記レリーズスイッチの２段目がオンするまでの間、上記選択ポイントを手動操作で変

更できるようにした



る。そのため、デジタルカメラに於いては、この撮像手段から出力される像信号を用いて
、それが正しいピントになるようにピント合わせを行う技術が広く知られている。
【０００３】
これは、撮影レンズを微調整して、像のコントラストが良好になるレンズ位置を求める技
術である。そのため、レンズを動かすための時間が必要であり、カメラ技術で称されるレ
リーズタイムラグが長くなってしまうという問題を残していた。この方式のピント合わせ
技術は、コントラストが高くなる位置に向った制御をするため、山登りＡＦと称される。
【０００４】
また、近年カメラのオートフォーカス（ＡＦ）技術は、被写体が画面内のどこに存在して
いても正しくピント合わせする方法が数多く提案されており、マルチＡＦの技術として知
られている。そして、この結果をファインダ内に表示する技術は、例えば特開平１０－４
８７３３号公報等に記載されている。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
ところで、上述した２つのピント合わせの技術、すなわち、山登りＡＦとマルチＡＦの表
示の技術を単純に組み合わせると、山登りＡＦ動作でピントが合ったポイントを示すよう
にファインダ内表示がなされることになり、便利である。
【０００６】
しかしながら、ここで、カメラが誤った被写体を選択して、ユーザが異なる被写体にピン
ト合わせをしたい場合には、再度、山登りＡＦの動作を再開する必要がある。すると、ま
すますピント合わせに要する時間が増大してしまうという課題があった。
【０００７】
したがってこの発明は、上記課題に鑑みてなされたものであり、被写体が画面内のどの位
置に存在しても、正しく高速でピント合わせを行うことが可能なカメラを提供することを
目的とする。
【０００８】
【課題を解決するための手段】
　すなわち、請求項１に記載の発明は、画面内の複数のポイントの像を検出する像検出手
段と、 上記像検出手段によって検出された

選択ポイント
モニタ画面上に表示する表示手段と、
上記表示手段上に表示された選択ポイントに対して、上記像検出手段の出力のコン

トラストが最良になるように撮影レンズを制御するピント制御手段と、を具備

ことを特徴とする。
【００１３】
　請求項１に記載のカメラにあっては、像検出手段により画面内の複数のポイントの像が
検出され、 この検出された

選択ポイント 表示手
段によりモニタ画面上に表示される。そして、

上記表示手段上に表示された選択ポイントに対して、ピント制御手段によって、
上記像検出手段の出力のコントラストが最良になるように撮影レンズが制御される。

【００１４】
また、請求項２に記載のカメラにあっては、被写体の像信号を用いてピント合わせを行う
カメラに於いて、上記被写体の像が表示手段に表示される。そして、上記表示手段上への
表示形態は、撮影範囲及びピント合わせを行う対象の位置を示すための第１の表示モード
と、上記撮影範囲の中に含まれるピント合わせ位置に存在する被写体の拡大像を表示する
第２の表示モードとを有している。
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レリーズスイッチの１段目がオンになったら、
複数のポイントの像の中から主被写体を判定し、それが位置するポイントを
として 上記レリーズスイッチの２段目がオンになっ
たら、

しており、
上記レリーズスイッチの２段目がオンするまでの間、上記選択ポイントを手動操作で変更
できるようにした

レリーズスイッチの１段目がオンになったら、 複数のポイント
の像の中から主被写体が判定され、それが位置するポイントが として

上記レリーズスイッチの２段目がオンにな
ったら、

そし
て、上記選択ポイントは、上記レリーズスイッチの２段目がオンするまでの間、手動操作
で変更することができる。



【００１５】
請求項３に記載のカメラにあっては、請求項２に記載のカメラに於いて、表示制御手段を
具備しており、上記第１の表示モードの表示が撮影レンズのピント合わせ制御以前に行わ
れ、上記第２の表示モードの表示が撮影レンズのピント合わせ制御以降に行われる。
【００１６】
更に、請求項４に記載のカメラにあっては、撮影レンズとは異なる光路で、撮影画面内の
複数ポイントに存在する被写体の各距離が測距手段によって測定される。上記画面内の像
信号は、撮像手段によって上記撮影レンズを介して取得され、その出力に基いてピント合
わせ手段により上記撮影レンズのピント合わせがを行われる。そして、制御手段によって
、撮影に先立つ第１のタイミングで上記測距手段により測定された選択ポイントがファイ
ンダ内に表示され、撮影に先立つ上記第１のタイミングとは異なる第２のタイミングで上
記選択ポイントに相当する像信号が利用されて、上記ピント合わせ手段による上記撮影レ
ンズのピント合わせが制御される。
【００１７】
また、請求項５に記載のカメラにあっては、撮影光路とは異なる光路にて、画面内複数の
ポイントが測距手段によって測定され、この測距手段によって測定される選択ポイントを
示すマークが表示手段によってモニタ画面上に表示される。上記表示手段上に表示された
選択ポイント用のマークの位置は、変更スイッチにより変更可能である。そして、上記表
示手段上に表示されたポイントの被写体に対して、ピント制御手段によって、コントラス
トが最良になるように撮影レンズを介した像信号に従ってピント合わせが行われる。
【００１８】
これにより、撮影画面内のどの位置に被写体がいても、正確に高速でピント合わせを行う
ことができる。また、ピント合わせが困難なシーンに於いても、迅速な判断ができ、ユー
ザの意図どおりのピント制御が可能なカメラとなる。
【００１９】
【発明の実施の形態】
以下、図面を参照してこの発明の実施の形態を説明する。
【００２０】
図１は、この発明の第１の実施の形態に係るカメラの内部の電気系の構成を示したブロッ
ク図である。
【００２１】
図１に於いて、ＣＰＵ１は、ワンチップマイクロコンピュータ等から構成される演算制御
手段である。このＣＰＵ１には、撮影レンズ２を駆動する撮影レンズドライバ（ＬＤ）７
と、上記撮影レンズ２を介して入射される撮影光束を取り込む撮像素子３の出力が供給さ
れる画像処理回路４及びピント判定回路５と、記憶手段であるメモリ６と、画像表示手段
であるＬＣＤ８を駆動するためのＬＣＤドライバ９と、フラッシュ装置１０とが接続され
ている。尚、上記撮像素子３は、例えばエリアセンサ等で構成される。
【００２２】
また、ＣＰＵ１には、ファーストレリーズスイッチ（１ＲＳＷ）及びセカンドレリーズス
イッチ（２ＲＳＷ）で構成されるレリーズスイッチ（釦）１３と、モード変更スイッチ（
釦）１４及びチェックスイッチ１５が接続されている。
【００２３】
このような構成のカメラに於いて、撮影されるシーン（または画面範囲）２０からの撮影
光束は、撮影レンズ２を介して撮像素子３に取り込まれる。尚、画面範囲２０に於ける選
択ポイント２０Ｌ、２０Ｃ、２０Ｒは、それぞれ図２に示される撮像素子のスポットエリ
ア３Ｌ、３Ｃ、３Ｒに対応している。
【００２４】
上記撮像素子３に取り込まれた上記撮影光束は、ここで像信号が形成された後、画像処理
回路４に出力されると共にピント判定回路５に出力される。そして、画像処理回路４で処
理された像信号の画像データは、メモリ６に記憶される。それと共に、ＣＰＵ１からの制
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御により、ＬＣＤドライバ９を介してＬＣＤ８に、対応した画像が表示される。
【００２５】
また、ＣＰＵ１により、レリーズスイッチ１３ａやモード変更スイッチ１４の操作に従っ
て、カメラ全体のシーケンスが、内蔵のプログラムによって制御される。これにより、撮
像素子３の出力から、ピント判定回路５にてピント合わせ制御等が行われる。すなわち、
所定の空間周波数成分が抽出されて、そのコントラストがピント判定回路５にて判定され
る。この判定結果に基いて、撮影レンズドライバ７を介して撮影レンズ２がＣＰＵ１によ
って制御されることにより、ピント合わせが行われるようになっている。
【００２６】
尚、ユーザが合焦状態確認機能を作動させる際には、画像処理回路４を介して撮像素子３
の特定の部分のみが選択される。そして、ＬＣＤドライバ９が制御されて、選択された特
定部分が切り出されて、ＬＣＤ８に画像が拡大表示され、判断しやすいようになる。
【００２７】
更に、撮影時に露出が不足する場合は、ＣＰＵ１の制御によってフラッシュ装置１０が発
光されることにより、光が補われるようになっている。
【００２８】
ところで、上述したシーン２０のように、画面内で主被写体の人物２１ａの占める割合が
小さく、画面の大部分を占めるものがより遠距離の風景で、且つ、木２１ｂや山等が混在
し、空間周波数が低いものや高いものが混在している場合、カメラは、主被写体以外のも
のに誤ってピント合わせしてしまうことが多かった。
【００２９】
図３（ａ）は、このような構成のカメラをユーザが扱っている例を示した図である。
【００３０】
図３（ａ）に於いて、カメラ３０の背面には、上記ＬＣＤ８の画面が設けられている。そ
して、レリーズスイッチ１３やモード切換スイッチ１４等の操作に応じて、その表示が切
換えられるように、ＣＰＵ１によって制御されている。ユーザ３１は、このＬＣＤ画面を
見ながら、ピントが自分の意図どおりになっているか否かを確認することができる。
【００３１】
先ず、カメラがマルチＡＦの機能により、図３（ｂ）に示されるように、合焦ポイントで
ある画面測距ポイント選択マーク３３が画面８ａ内に出されると、状況によっては、ユー
ザ３１の意図したもの以外に感応して木２１ｂにマーキングされる場合がある。
【００３２】
このとき、このカメラは、ユーザ３１のモード変更スイッチ１４の操作によって、図３（
ｃ）に示されるように、画面測距ポイント選択マーク３３を移動させることができる構成
とし、尚かつ、この後に山登りＡＦ動作が開始されるようにする。
【００３３】
加えて、山登りＡＦ動作の後、また別の操作によって、図３（ｄ）に示されるように、画
面８ｂに、画面測距ポイント選択マーク３３でマーキングした部分に相当する部分を拡大
表示してもよい。或いは、図３（ｅ）に示されるように、先にカメラが選択した部分と並
べて拡大表示して、ピント制御状態を確認できるようにしてもよい。
【００３４】
　また、図３（ｂ）に示される状態の画面８ａのままレリーズ操作が継続されると、図３
（ｆ）に示される画面８ｃのように、本来ユーザが意図していない被写体が拡大表示され

。
【００３５】
図４は、このような仕様のカメラのＣＰＵ１が制御する動作のフローチャートである。以
下、図４のフローチャートを参照して、第１の実施の形態に於けるカメラの撮影動作につ
いて説明する。
【００３６】
先ず、ステップＳ１にて、ファインダやＬＣＤ等にモニタ画像を表示するための撮像処理
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が行われる。通常、図示されないメインスイッチが入力されると開始されるものであるが
、周知であるために、その処理の説明は消略してある。そして、ステップＳ２では、その
撮像結果がモニタ（ＬＣＤやファインダ）上に表示される。
【００３７】
次に、ファーストレリーズスイッチがオンされたか否かが判断される。これは、ユーザの
レリーズ釦の半押しで、ファーストレリーズスイッチがオンされるので、この判断が行わ
れる。ここで、ファーストレリーズスイッチがオンされていない場合は上記ステップＳ１
へ移行し、オンされている場合はステップＳ４へ移行する。
【００３８】
ステップＳ４では、画面内の像信号から、各エリアの被写体の色やパターンが確認される
。その結果、主被写体にふさわしいものがステップＳ５にて選択され、続くステップＳ６
にてこれが上記モニタ上に表示されるように指示される。
【００３９】
上記ステップＳ４に於けるパターン（画像）確認は、図５（ａ）に示されるように、人物
の頭部の円形状や、図５（ｂ）に示されるように人物の上半身の形状のものをパターンマ
ッチング等の方法で優先させる方法で行ったり、或いは、空や地面等は主被写体になりに
くいので特定の色のものは排除するような方法で行えばよい。
【００４０】
次に、ステップＳ７に於いて、選択ポイント（位置）の変更の有無が判断される。これは
、選択表示を見た結果、ユーザが不満であれば、モード変更スイッチ１４の操作により、
選択ポイントが変更可能であることを意味している。したがって、選択ポイントが変更さ
れる場合はステップＳ８へ移行し、変更されない場合はステップＳ１１へ移行する。
【００４１】
ステップＳ８では、上記ステップＳ７にて選択ポイント変更を希望した場合に指示ポイン
トの変更が可能であるか否かが判断される。これは、ポイントの変更をしようとしても、
変更できない場合があるからである。これは、例えば、全くコントラストのない像信号で
あったり、海の波のように絶え間なく変化する像信号等が考えられる。こうした変更がで
きない場合は、ステップＳ９に移行して警告がなされる。一方、変更が可能な場合は、ス
テップＳ１０へ移行して、モニタ上の指示表示ポイントが変更される。これらステップＳ
９、Ｓ１０の後は、ステップＳ１１に移行する。
【００４２】
ステップＳ１１では、ユーザがピント合わせの位置に満足したと考えられるので、ここで
、レリーズ釦の押し込みによって反応するセカンドレリーズスイッチの状態が検出される
。セカンドレリーズスイッチがオンされていない場合は、ステップＳ１２に移行して、再
度ファーストレリーズスイッチの状態が判断される。ここで、ファーストレリーズスイッ
チがオンされていない場合は上記ステップＳ１へ移行し、オンされている場合は上記ステ
ップＳ７へ移行する。
【００４３】
一方、ステップＳ１１にてセカンドレリーズスイッチがオンされている場合は、ステップ
Ｓ１３に移行する。ここでは、モニタ上の表示ポイントによって示される位置に相当する
像信号を利用するような設定が、撮像素子３に対して行われる。続いて、ステップＳ１４
にて山登りＡＦ動作が開始される。
【００４４】
この後、ステップＳ１５に於いて、ピント合わせ制御が可能であるか否かが判断される。
その結果、選択ポイントでどうしてもピントが合わせられない場合には、ステップＳ１６
へ移行して警告が行われた後、ステップＳ１７にてモニタ上の指示ポイントが変更される
。そして、上記ステップＳ１３へ移行する。この場合、シャッタチャンスを重視した撮影
が行われるようにしてもよい。
【００４５】
上記ステップＳ１５にてピント合わせ制御が可能であれば、ステップＳ１８の露光制御に
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移行する。次いで、ステップＳ１９に於いて、チェックスイッチ１５の操作の有無が判断
される。ここで、チェックスイッチ１５が操作された場合は、ステップＳ２０に移行して
、ピント合わせ用に選択されたポイントが拡大表示される。
【００４６】
尚、上述したフローチャートの例では、選択ポイントの拡大表示は露光制御後に行ってい
るが、ステップＳ１５のピント合わせが行われた直後に行って、ユーザが改めてピント合
わせ位置や被写体の表情を大きな像で確認することができるようにプログラムしてもよい
。
【００４７】
以上説明したように、第１の実施の形態によれば、時間を要する山登りＡＦに対し山登り
ＡＦ動作に入る前に、これからピント合わせを行う対象の位置を明示してユーザが判断で
きるようにしたので、レリーズタイムラグを短くすることができる。また、ピント合わせ
後は選択ポイントを拡大表示してわかりやすくピント状態を示すようにしたので、ユーザ
は合焦の具合までも正確にチェックすることができる。
【００４８】
次に、この発明の第２の実施の形態について説明する。
【００４９】
この第２の実施の形態は、上述した第１の実施の形態のような撮像素子を用いたピント合
わせだけでなく、２つの受光レンズを介してセンサアレイで得た像信号の視差による位置
差ｘを用いて測距を行う、いわゆる外光式三角測距方式を併用したものである。
【００５０】
図６は、この発明の第２の実施の形態によるカメラの内部の電気系の構成を示したブロッ
ク図である。尚、上述した第１の実施の形態と同じ部分には、同一の参照番号を付して説
明を省略する。
【００５１】
図６に於いて、被写体２１からの撮影光束は、２つの受光レンズ４１ａ、４１ｂを介して
、センサアレイ４２ａ、４２ｂに取り込まれる。そして、これらセンサアレイ４２ａ、４
２ｂで得た像信号のデータは、Ａ／Ｄ変換部４３によってデジタル信号化された後、ＣＰ
Ｕ１に供給される。
【００５２】
ＣＰＵ１は、これらの２つのデジタル像データの比較によって、位置差ｘを求めＬ＝Ｂ・
ｆ／ｘの関係より、被写体距離Ｌを算出する。
【００５３】
ここでＢは受光レンズ４１ａ、４１ｂの主点間距離であり、ｆは受光レンズ４１ａ、４１
ｂとセンサアレイ４２ａ、４２ｂ間の距離である。
【００５４】
このように構成された測距装置で得られた距離Ｌに、ＣＰＵ１によって撮影レンズドライ
バ７を介して撮影レンズ２のピント合わせが行われる。ここで、暗いシーンの撮影時には
、撮影レンズ２の明るさや撮像素子３の明るさに基いて、フラッシュ装置１０の光量制御
が行われる。また、レリーズスイッチ１３や、ＬＣＤ８の表示制御等の制御や働きに関し
ては、上述した第１の実施の形態に準ずるものである。
【００５５】
尚、画面２０内で、上述した三角測距用のセンサアレイがモニタする範囲は、図７に示さ
れるようになっている。ここでは、図６に示されるセンサアレイ４２ａ、４２ｂをセンサ
アレイ４２と置換えて示している。すなわち、センサアレイ４２の構成のものが、受光レ
ンズ４１ａ、４１ｂの後方にそれぞれセンサアレイ４２ａ、４２ｂとして配置されている
。
【００５６】
このセンサアレイ４２のエリア４５Ｌ、４５Ｃ、４５Ｒの何れを用いるかによって、画面
内３点の測距が可能である。これは、用いられるセンサアレイのエリアの分割の仕方によ
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って、３点以外にも５点や７点、或いはそれ以上のものでも可能である。
【００５７】
図８は、このような構成のカメラの外観斜視図である。
【００５８】
図８に於いて、カメラ５０の本体前面部のほぼ中央には、撮影レンズ２が設けられている
。そして、この撮影レンズ２の上方には、受光レンズ４１ａ、４１ｂが配置されている。
また、これら受光レンズ４１ａ、４１ｂと共に、カメラ５０の本体前面部には、フラッシ
ュ装置１０と、モード変更スイッチ１４及びチェックスイッチ１５から成る複合スイッチ
５１等が、図示の如く配置されている。
【００５９】
更に、カメラ５０の本体上面部には、レリーズスイッチ１３が設けられている。
【００６０】
図９は、上述した複合スイッチ５１の構成を示した図である。
【００６１】
この複合スイッチ５１は、プッシュスイッチ部５３と、ダイヤルスイッチ部５４とから成
り、該ダイヤルスイッチ部５４の真ん中にプッシュスイッチ部５３が挿通されている。こ
のプッシュスイッチ部５３が押されることによって、ダイヤルスイッチ部５４の端部に設
けられている切片５５が押され、更に切片５６が押されて電極５７と導通する。これによ
り、ＣＰＵ１では、チェックモードの判定がなされる。
【００６２】
また、上記ダイヤルスイッチ部５３は、回転させると、その向きによって切片５５が連動
して、電極５９と電極６０、または電極６０と電極６１とが導通する。すると、ユーザが
ダイヤルスイッチ部５３を回転させる方向は、ＣＰＵ１によって判定され、これに応じて
ピントの微調整がなされるようになっている。
【００６３】
次に、図１０のフローチャートを参照して、第２の実施の形態に於けるカメラの撮影動作
について説明する。
【００６４】
この第２の実施の形態に於いても、レリーズスイッチは２段構成とし、１段目にファース
トレリーズスイッチがオンしてチェック用表示制御を行い、２段目でセカンドレリーズス
イッチがオン、すなわちレリーズスイッチ１３がオンして撮影がなされるものとする。
【００６５】
先ず、ステップＳ３１に於いて、上記ファーストレリーズスイッチがオンされると、ＣＰ
Ｕ１による制御が開始される。次いで、このファーストレリーズスイッチの押し直しによ
って選択ポイントが切換えられるように、ステップＳ３２にて、所定時間内でファースト
レリーズスイッチの状態が検出される。その結果、ファーストレリーズスイッチのオンが
検出されたならば、ステップＳ３３に移行して、次の候補である被写体のポイント選択の
指示表示がなされる。
【００６６】
一方、上記ステップＳ３２にて、所定時間内にファーストレリーズスイッチ値がオンされ
なかった場合は、ステップＳ３４に移行する。このステップＳ３４では、上述したように
、三角測距装置を利用して画面内の３ポイント（図７の４５Ｌ、４５Ｃ、４５Ｒ参照）の
距離が測距され、各測距結果がＬ L  、Ｌ C  、Ｌ R  として検出される。
【００６７】
次いで、ステップＳ３５にて、上記ステップＳ３４にて得られた測距結果により、カメラ
から最も近い距離が選択される。この選択された距離が主被写体距離とされ、この距離が
出力されたポイントが主被写体ポイントとされる。これは、一般に、カメラから最も近い
距離に存在する被写体が主被写体であることが多いからであるが、必ずしもこの方式で選
択する必要はない。例えば、像信号や、輪郭検出によって、より高精度の選択ができるこ
とは言うまでもないが、この第２の実施の形態では、説明を容易化するべく、近距離選択
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方式を用いることとする。
【００６８】
こうして選択されたピント合わせポイントが正しいか否かは、図３（ｂ）または（ｃ）に
示されるような指示表示画面によって確認することができる。
【００６９】
次に、ステップＳ３６に於いて、ピントの状態を確認するために、チェックスイッチ１５
の状態が検出される。このチェックスイッチ１５が操作される、すなわちオンされるとス
テップＳ３７へ移行し、チェックスイッチ１５がオフの場合はステップＳ４５へ移行する
。
【００７０】
ステップＳ３７では、選択されたポイントに対して、山登り方式のピント合わせ（ＡＦ）
及びそのピント位置での撮像がなされる。
【００７１】
続いて、ステップＳ３８～Ｓ４１の背景判断の処理が行われる。
【００７２】
先ず、ステップＳ３８では、画面内の濃淡のほとんどないエリアが、背景の候補から除外
される。
【００７３】
そして、ステップＳ３９に於いて、上述したステップＳ３４及びＳ３５で得られた三角測
距の３点から、選択されたポイント以外の２点の距離について判定がなされる。すなわち
、これら２点の距離がほぼ等しい場合はステップＳ４０へ移行し、異なる場合はステップ
Ｓ４１へ移行する。
【００７４】
ステップＳ４０では、選択されたポイント以外の２点がカメラからほぼ等距離であること
から、両者を比較して、より濃淡変化のある方が背景とされる。これに対し、ステップＳ
４１では、上記２点のうちカメラから最も遠いポイントが背景とされる。
【００７５】
このようにして背景の判断が行われると、次に、ステップＳ４２にて、選択された主被写
体部と背景部とが共に拡大されて、モニタ画面を分割して並べて表示される。これは、例
えば図３（ｅ）に示されるような画像である。ユーザは、このような画像が表示された画
面を、図３（ａ）に示されるように確認しながら、ピント微調整用のチェックスイッチ１
５を操作する。
【００７６】
ステップＳ４３では、こうしたチェックスイッチ１５の操作によるピントの微調整の有無
が判断される。ここで、微調整ありと判断された場合は、ステップＳ４４に移行し、その
操作に従って撮影レンズ２のピントがシフトされて、その状態での撮像、表示がなされる
。
【００７７】
このステップＳ４４の処理後、及び上記ステップＳ４３で微調整なしと判断された場合は
、ステップＳ４５へ移行する。
【００７８】
ステップＳ４５では、この状態で撮影するか否かが判断される。ここで、撮影がなされる
場合はステップＳ４７へ移行し、まだ撮影動作に入らない場合はステップＳ４６へ移行す
る。
【００７９】
ステップＳ４６では、再度ファーストレリーズスイッチの状態が検出される。その結果、
ファーストレリーズスイッチがオンされている場合は上記ステップＳ３６へ移行し、オン
されていない場合は上記ステップＳ３１へ移行する。
【００８０】
ステップＳ４７では、既に山登りＡＦ方式のピント合わせ処理が行われているか否かが判
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断される。つまり、上述したステップＳ３７で山登りＡＦ処理が行われていない場合は、
ステップＳ４８へ移行して山登りＡＦ処理が行われるようになっている。
【００８１】
こうして、最後にステップＳ４９で撮像が行われると、本シーケンスが終了する。
【００８２】
このように制御することにより、ユーザは背景と主被写体の写り具合を比較判定しながら
自分の好みのピントを選択することが可能となる。また、表示される画像が拡大されてい
るので、失敗する可能性が極めて低いものとなる。
【００８３】
尚、この第２の実施の形態では、主被写体と背景を並べて表示する仕様で説明したが、上
述した第１の実施の形態と同様に、図３（ｄ）に示されるように、ステップＳ４２にて画
像を拡大表示するようにしてもよい。
【００８４】
以上説明したように、第２の実施の形態によれば、レンズスキャンのない三角測距の結果
によって、ピント合わせポイントを高速で選択表示し、選択位置と背景位置を撮像して拡
大しモニタ画面に並べて表示するので、高速のピント判断が可能となり、より迅速な撮影
が可能となる。
【００８５】
また、ユーザは、山登りＡＦを行った後に、２つの画面のうち一方の画面にて、例えば、
人物が、もう一方の画面の背景に比べて、はっきりと見えるかを確認することができるの
で、より高度な撮影を楽しむことができる。
【００８６】
尚、この発明の上記実施の形態によれば、以下の如き構成を得ることができる。
【００８７】
すなわち、
（１）　撮影レンズとは異なる光路で、撮影画面内の複数ポイントに存在する被写体の各
距離を測定する測距手段と、
上記画面内の像信号を上記撮影レンズを介して取得する撮像手段と、
上記撮像手段の出力によって、上記撮影レンズのピント合わせを行うピント合せ手段と、
を有するオートフォーカスカメラに於いて、
撮影に先立つ第１のタイミングで上記測距手段により選択された選択ポイントをファイン
ダ内に表示し、撮影に先立つ第２のタイミングで上記選択ポイントに相当する像信号を利
用して、上記撮像手段によるピント合わせ制御を行う制御手段と、
を有することを特徴とするカメラ。
【００８８】
（２）　撮影光路とは異なる光路にて、画面内複数のポイントを測定できる測距手段と、
上記測距手段によって、選択されたポイントを示すマークをモニタ画面上に表示する表示
手段と、
上記表示手段上に表示された選択ポイント用のマークの位置を変更できる変更スイッチと
、
上記表示された選択ポイントの被写体に対して、コントラストが最良になるように、撮影
レンズを介した像信号に従って、ピント合わせを行うピント制御手段と、
を有することを特徴とするカメラ。
【００８９】
（３）　画面内の複数のポイントの像を検出する像検出手段と、
上記像検出手段によって選択された選択ポイントをモニタ画面上に表示する表示手段と、
上記表示手段上に表示された選択ポイントに対して、上記像検出手段の出力のコントラス
トが最良になるように、撮影レンズを制御するピント制御手段と、
から成ることを特徴とするカメラ。
【００９０】
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（４）　被写体の像信号を用いてピント合わせを行うカメラに於いて、
上記被写体の像を表示する表示手段を有し、
上記表示手段上への表示形態は、撮影範囲及びピント合せを行う対象の位置を示すための
第１の表示モードと、上記撮影範囲の中に含まれるピント合わせ位置に存在する被写体の
拡大像を表示する第２の表示モードとを有することを特徴とするカメラ。
【００９１】
（５）　上記第１の表示モードは撮影レンズのピント合わせ制御以前に行い、上記第２の
表示モードは上記撮影レンズのピント合せわ制御以降に行う表示制手段を更に有すること
を特徴とする上記（４）に記載のカメラ。
【００９２】
【発明の効果】
以上説明したように、この発明によれば、撮影画面内のどの位置に被写体が存在しても、
正確に高速でピント合わせを行うことが可能なカメラを提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】この発明の第１の実施の形態によるカメラの内部の電気系の構成を示したブロッ
ク図である。
【図２】図１の画面範囲２０に於けるエリア２０Ｌ、２０Ｃ、２０Ｒに対応した撮像素子
３のスポットエリア３Ｌ、３Ｃ、３Ｒを示した図である。
【図３】（ａ）は第１の実施の形態の構成のカメラをユーザが扱っている例を示した図、
（ｂ）は画面測距ポイント選択マーク３３が画面８ａ内の木２１ｂにマーキングされた例
を示した図、（ｃ）は画面測距ポイント選択マーク３３が画面８ａ内の人物２１ａにマー
キングされた例を示した図、（ｄ）は画面測距ポイント選択マーク３３でマーキングした
部分に相当する部分を拡大表示した画面８ｂの例を示した図、（ｅ）はマーキングにより
カメラが選択した部分を並べて拡大表示してピント制御状態を確認できる画面の例を示し
た図、（ｆ）は本来ユーザが意図していない被写体が拡大表示された画面の例を示した図
である。
【図４】第１の実施の形態に於けるカメラの撮影動作について説明するフローチャートで
ある。
【図５】図４のフローチャートのステップＳ４に於ける確認されるパターン（画像）の例
を示した図である。
【図６】この発明の第２の実施の形態によるカメラの内部の電気系の構成を示したブロッ
ク図である。
【図７】三角測距用のセンサアレイがモニタする範囲及び３点のエリアを示した図である
。
【図８】第２の実施の形態に於けるカメラの構成を示す外観斜視図である。
【図９】モード変更スイッチ１４及びチェックスイッチ１５から成る複合スイッチ５１の
構成を示した図である。
【図１０】第２の実施の形態に於けるカメラの撮影動作について説明するフローチャート
である。
【符号の説明】
１　ＣＰＵ、
２　撮影レンズ、
３　撮像素子、
３Ｌ、３Ｃ、３Ｒ　スポットエリア、
４　画像処理回路、
５　ピント判定回路、
６　メモリ、
７　撮影レンズドライバ、
８　ＬＣＤ、
９　ＬＣＤドライバ、
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１０　フラッシュ装置、
１３　レリーズスイッチ（釦）、
１４　モード変更スイッチ（釦）、
１５　チェックスイッチ、
２０　シーン（画面範囲）、
２０Ｌ、２０Ｃ、２０Ｒ　選択ポイント、
３０　カメラ、
３１　ユーザ、
３３　画面測距ポイント選択マーク。

【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】
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【 図 ４ 】 【 図 ５ 】

【 図 ６ 】 【 図 ７ 】

【 図 ８ 】

【 図 ９ 】
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【 図 １ ０ 】
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