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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
被写体像を視認するためのファインダ光学系と、
上記被写体像を撮像する撮像手段と、
この撮像手段により撮像された上記被写体像に関する画像データに基づき該被写体像を表
示する表示手段と、
上記ファインダ光学系により被写体像を視認して撮像動作を行う第１の動作モードと、上
記表示手段により被写体像を視認して撮像動作を行う第２の動作モードとを選択的に切り
換えるモード選択手段と、
を具備し、このモード選択手段により上記第１の動作モードが選択された場合には第１の
焦点検出動作を行い、上記モード選択手段により上記第２の動作モードが選択された場合
には上記第１の焦点検出動作とは異なる第２の焦点検出動作を行うことを特徴とする電子
スチルカメラ。
【請求項２】
さらに、撮影者による上記ファインダ光学系の使用状態を検出する検出手段を具備し、こ
の検出手段の検出結果に基づき、上記モード選択手段が選択する動作モードが自動的に決
定されることを特徴とする請求項１記載の電子スチルカメラ。
【請求項３】
さらに、撮影者による上記表示手段の使用状態を検出する検出手段を具備し、この検出手
段の検出結果に基づき、上記モード選択手段が選択する動作モードが自動的に決定される
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ことを特徴とする請求項１記載の電子スチルカメラ。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は電子スチルカメラに関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
電子スチルカメラでは撮像素子を使用したコントラストＡＦが使用されることが多い。コ
ントラストＡＦでは特別な光学系やセンサを設ける必要がないが、レンズを駆動しながら
合焦点を捜すために動作が遅くなってしまう。
【０００３】
そこで、特開平９－１８１９５４号公報や特開平１０－３１９３１０号公報は、撮像素子
のＣＣＤを利用して位相差ＡＦを行なうために、光路中に瞳分割用の絞り（１対の瞳絞り
）を配置し、この絞りを交互に動かして画像データを取り込むとともに、２回の画像デー
タからデフォーカス量の算出を行なうようにした技術を開示している。このような方法に
よれば位相差ＡＦが撮像素子を用いて実行出来るのでＡＦ動作が高速になる。
【０００４】
また、銀塩フィルムを使用する一眼レフタイプのカメラと同等の構造を持つ電子スチルカ
メラも実用化されている。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
ところで電子スチルカメラは、概してＬＣＤモニタを備えており、撮像した画像をリアル
タイムでこのモニタへ表示出来る。このモニタを利用して構図を決定して撮影動作を行な
うこともある。しかしながら、上記した先行技術に開示された方法でＡＦ動作を行なうと
、絞りが光路に存在するためＡＦ動作中はモニタの表示が出来ないという問題がある。
【０００６】
また、一眼レフタイプの電子スチルカメラにおいては、撮影レンズの光軸上にクイックリ
ターンミラー，サブミラー等を配置して、位相差ＡＦセンサへ光線を導いて焦点検出動作
を行なうが、クイックリターンミラー，サブミラーが撮像素子と撮影レンズの間に存在す
るため、撮影動作以外で撮像した画像をＬＣＤモニタへ表示することは出来ない。
【０００７】
本発明はこのような課題に着目してなされたものであり、その目的とするところは、位相
差ＡＦを用いることによるＡＦ動作の高速化を保持しつつ、モニタ画面の画像切れが発生
しない電子スチルカメラを提供することにある。
【０００８】
【課題を解決するための手段】
上記の目的を達成するために、第１の発明に係る電子スチルカメラは、被写体像を視認す
るためのファインダ光学系と、上記被写体像を撮像する撮像手段と、この撮像手段により
撮像された上記被写体像に関する画像データに基づき該被写体像を表示する表示手段と、
上記ファインダ光学系により被写体像を視認して撮像動作を行う第１の動作モードと、上
記表示手段により被写体像を視認して撮像動作を行う第２の動作モードとを選択的に切り
換えるモード選択手段とを具備し、このモード選択手段により上記第１の動作モードが選
択された場合には第１の焦点検出動作を行い、上記モード選択手段により上記第２の動作
モードが選択された場合には上記第１の焦点検出動作とは異なる第２の焦点検出動作を行
う。
【０００９】
また、第２の発明に係る電子スチルカメラは、第１の発明において、さらに、撮影者によ
る上記ファインダ光学系の使用状態を検出する検出手段を具備し、この検出手段の検出結
果に基づき、上記モード選択手段が選択する動作モードが自動的に決定される。
【００１０】
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また、第３の発明に係る電子スチルカメラは、第１の発明において、さらに、撮影者によ
る上記表示手段の使用状態を検出する検出手段を具備し、この検出手段の検出結果に基づ
き、上記モード選択手段が選択する動作モードが自動的に決定される。
【００１１】
【発明の実施の形態】
以下、図面を参照して本発明の実施形態を詳細に説明する。
【００１２】
（第１実施形態）
図１は本発明の第１実施形態に係る電子スチルカメラのブロック構成図である。
【００１３】
システムコントローラ（以下、ＣＰＵと呼ぶ）１０は本実施形態の電子スチルカメラ全体
の制御を行なう部分である。測光回路１１は被写体輝度を測定するための回路である。Ｃ
ＰＵ１０は測光回路１１からの輝度情報にもとづいて絞りの設定値と、撮像素子（撮像手
段）１２の積分時間を決定する。ファインダ１３は、撮影エリアの確認のために使用され
る。レンズ駆動機構１４はモータなどのアクチェータを有し、このアクチェータの駆動力
を撮影レンズ１５の光軸上の動きへ変換する。アクチェータへの電力はレンズ駆動回路１
６から供給される。ＣＰＵ１０はこのレンズ駆動回路１６を制御することで撮影レンズ１
５の位置を任意に設定することができる。絞り駆動機構１７はステップモータ等のアクチ
ェータを有し、絞り１８を形成する羽根を駆動する。前記アクチェータへの電力は絞り駆
動回路１９から供給される。ＣＰＵ１０はこの絞り駆動回路１９を制御することで絞り１
８を任意に設定することができる。
【００１４】
瞳分割絞り２０は絞り１８の近傍に配置される。この瞳分割絞り２０を制御することによ
り撮像素子１２を用いた焦点検出が実現できる。この焦点検出の原理は例えば特開平９－
４３５０７号公報に開示されている。また、特開平１０－３１９３１０号公報には瞳分割
絞りの機構が示されている。
【００１５】
本実施形態では、この瞳分割絞り２０をたとえば電気的に光の透過と遮断が可能な液晶を
用いて構成するものとする。この液晶は、分割絞り駆動回路２１によって駆動される。
【００１６】
図２（ａ）は、瞳分割絞り２０の構成と、撮影レンズ１５、撮像素子１２に対する位置関
係を示す図である。同図に示すように、液晶からなる瞳分割絞り２０は３つのセグメント
（Ａ，Ｂ，Ｃ）から構成される。
【００１７】
このような構成において、焦点検出は以下のごとく行なわれる。まず図２（ｂ）に示すよ
うにセグメントＡのみを透過状態として撮影を行なうことにより撮像素子１２上に得られ
た画像データを取り込んで記憶する。次に図２（ｃ）に示すようにセグメントＢのみを透
過状態として撮影を行なうことにより撮像素子１２上に得られた画像データを取り込んで
記憶する。ＣＰＵ１０はこれら２つの画像データを用いて位相差演算を行なう。撮影レン
ズ１５を介した被写体像が撮像素子１２上でピントが合っているならば、２つの画像デー
タは重なり合うことになって位相差は生じない。また、ピントがずれている時は２つの画
像データにズレが生じる。このズレ量を位相差演算で求めることにより、撮影レンズ１５
の移動量が求まる。
【００１８】
ここで図１の説明に戻る。上記したＣＰＵ１０には画像データコントローラ２８が接続さ
れている。この画像データコントローラ２８は、ＤＳＰ（デジタル信号プロセッサ）によ
り構成される画像補正手段であり、撮像素子１２の制御及び、該撮像素子１２から入力さ
れた画像データの補正や加工等をＣＰＵ１０の指令に基いて実行するものである。
【００１９】
また、上記画像データコントローラ２８には、撮像素子１２を駆動する時に必要なパルス
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信号を出力するタイミングパルス発生回路２７と、撮像素子１２と共にタイミングパルス
発生回路２７で発生されたタイミングパルスを受けて、撮像素子１２から出力される被写
体像に対応したアナログ信号をデジタル信号に変換するためのＡ／Ｄコンバータ２６と、
得られた画像データ（デジタルデータ）を一時的に記憶しておくＤＲＡＭ２９が接続され
ている。
【００２０】
画像表示回路２４は、液晶モニタ２２を制御するための回路である。画像表示回路２４と
液晶モニタ２２とは表示手段を構成している。撮像素子１２より入力された画像データが
、画像表示回路２４により液晶モニタ２２上へ表示される。バックライト駆動回路２３は
液晶モニタ２２を照明するためのバックライトを制御するための回路である。画像データ
記録メディア２５は、フラッシュメモリ、ＨＤＤ、ＦＤＤ等から構成されている。
【００２１】
さらに、ＣＰＵ１０には、パワーＳＷ３０、レリーズＳＷ３１、モードＳＷ３２が接続さ
れている。カメラシステムはパワーＳＷ３０がＯＮ状態の時のみ動作が許可される。レリ
ーズＳＷ３１は２段構成のスイッチであり、レリーズＳＷ３１を半押しすると１Ｒ　ＳＷ
がＯＮする。さらにレリーズＳＷ３１を押し込むと、１Ｒ　ＳＷと共に２Ｒ　ＳＷもＯＮ
する。
【００２２】
モードＳＷ３２は、ファインダ１３を利用して被写体を確認して撮影動作を行なう動作モ
ード（第１の動作モード）と、液晶モニタ２２を利用して被写体を確認し、撮影動作を行
なう動作モード（第２の動作モード）とを手動で切り換えるための操作部材（モード選択
手段）である。
【００２３】
図３は第１実施形態におけるＣＰＵ１０の動作を説明するためのフローチャートである。
パワーＳＷ３０がＯＮするとカメラシステムに電力が供給されてＣＰＵ１０は動作を開始
する。まずステップＳ１００ではメモリの初期化、Ｉ／Ｏポートの初期化、ＣＰＵ１０の
周辺回路の初期化などが行なわれる。ステップＳ１０１では測光回路１１から被写体の輝
度情報を入力する。この情報をもとに絞りの設定値、撮像素子１２の積分時間が演算され
る。ステップＳ１０２ではモードＳＷ３２の状態を検出する。モードＳＷ３２がＯＮなら
ば液晶モニタ２２を利用して被写体を確認し、撮影動作を行なう。この場合、ステップＳ
１０２からステップＳ１１５へ移行する。ステップＳ１１５では液晶モニタ２２のバック
ライトを点灯する。ステップＳ１１６ではＤＳＰ２８に対して撮像動作を指示する。
【００２４】
指示を受けたＤＳＰ２８は、撮像素子１２を制御して画像データを取り込む。ステップＳ
１１７では、ＤＳＰ２８に対して撮像データの表示を指示する。指示を受けたＤＳＰ２８
は画像表示回路２４を制御して画像データを液晶モニタ２２上へ表示する。ステップＳ１
１６，ステップＳ１１７の処理は、周期的に実行されるため、リアルタイムで被写体の状
況が液晶モニタ２２上で観察可能になる。ステップＳ１１８では１Ｒ　ＳＷの状態を検出
する。１Ｒ　ＳＷがＯＮならば焦点調整動作を行なうためにステップＳ１１９へ移行し、
ＯＦＦならばステップＳ１２９へ移行する。
【００２５】
ステップＳ１２９へ移行するとパワーＳＷ３０の状態を検出する、ここでパワーＳＷ３０
がＯＦＦならばシステムの動作は止めなければならない。ステップＳ１３０においてシス
テム動作を停止するための処理が実行された後ＣＰＵ１０は停止する。パワーＳＷ３０が
ＯＮならば動作を続けるためにステップＳ１０１へ移行する。
【００２６】
また、ステップＳ１１８からステップＳ１１９へ移行するとＣＰＵ１０はＤＳＰ２８から
コントラスト演算用画像データを入力する。このデータはＤＳＰ２８が撮像素子１２から
取り込んだ画像データの一部である。コントラスト演算用画像データは以下のようにして
得られる。
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【００２７】
図４（ａ）にはファインダ１３のフォーカスエリア１３ａが示されている。ステップＳ１
１９ではこのフォーカスエリア１３ａに対応する撮像素子１２上のエリア１２ａ（図４（
ｂ））の画像データがＤＳＰ２８から取り込まれる。ステップＳ１２０ではこの画像デー
タに対して公知のコントラスト演算がなされる。一般的には隣り合う画素データの差分が
求められる。
【００２８】
ステップＳ１２１ではコントラストデータが最大値になったか否かが判定される。コント
ラストデータが最大値になったことを検出するためには撮影レンズ１５を移動させながら
コントラスト演算を行なう必要がある。図５はレンズ位置とコントラストの関係を示す図
である。同図からわかるように、コントラストが増える傾向がある時はステップＳ１２２
において撮影レンズ１５を現在の移動方向と同じ方向へ移動させる。又コントラストが減
少する傾向がある時は、ステップＳ１２２において撮影レンズ１５の移動方向を反転させ
て撮影レンズ１５を移動させる。コントラストがＭＡＸと判定されたときには撮影レンズ
１５を動かす必要はないのでステップＳ１２１からステップＳ１２３へ移行する。ステッ
プＳ１１９～ステップＳ１２２の動作は周期的に実行されるため被写体にピントが合う。
【００２９】
ステップＳ１２３では２Ｒ　ＳＷの状態を検出する。ＯＦＦならばステップＳ１０１へ移
行し、ＯＮならばステップＳ１２４へ移行する。ステップＳ１２４では、ステップＳ１０
１において決定された絞り値へ絞りを駆動する。ステップＳ１２５ではステップＳ１０１
で決定された積分時間で撮像動作を行なうようにＤＳＰ２８に指示する。ＤＳＰ２８は撮
像素子１２を制御して画像データを取り込みＤＲＡＭ２９へ格納する。ステップＳ１２６
では絞り１８を開放状態へ駆動する。ステップＳ１２７ではＤＳＰ２８に対して取り込ん
だ画像データの変換（たとえばＪＰＥＧ方式の変換）を指示する。ステップＳ１２８では
、ＤＳＰ２８に対して変換したデータを画像データ記録メディア２５へ格納するように指
示する。そしてステップＳ１０１へ移行する。
【００３０】
また、ステップＳ１０２においてモードＳＷ３２がＯＦＦの時はステップＳ１０２からス
テップＳ１０３へ移行する。モードＳＷ３２がＯＦＦの時は、ファインダ１３を利用して
被写体を確認し撮影動作を行なう動作モードが選択されたことを示す。ステップＳ１０３
ではバックライトを消灯して液晶モニタ２２の表示が見えないようにする。ステップＳ１
０４では１Ｒ　ＳＷの状態を検出する。１Ｒ　ＳＷがＯＮならば焦点検出動作を行なうた
めステップＳ１０５へ移行し、ＯＦＦならばパワーＳＷ３０の状態を検出するためステッ
プＳ１２３へ移行する。
【００３１】
ステップＳ１０５では瞳分割絞り２０を第１の状態に設定する。これは図２（ｂ）に示し
た状態である。ステップＳ１０６ではＤＳＰ２８に対して撮像動作を指示する。ステップ
Ｓ１０７ではＤＳＰ２８が撮像素子１２から入力した画像データからフォーカスエリア１
３ａに相当するデータ（図４（ｂ）の１２ａ）を入力する。そしてこのデータはＣＰＵ１
０内部のメモリへ記憶される。ステップＳ１０８では瞳分割絞り２０を第２の状態へ設定
する。これは、図２（ｃ）に示す状態に対応する。
【００３２】
ステップＳ１０９ではＤＳＰ２８に対して撮像動作を指示する。ステップＳ１１０では、
ステップＳ１０７と同様にＤＳＰ２８からフォーカスエリア１３ａに対応した画像データ
を入力する。ステップＳ１１１では撮影の際に問題が生じないようにするため瞳分割絞り
２０を消失させる。
【００３３】
ステップＳ１１２では、ステップＳ１０７で取り込んだデータとステップＳ１１０で取り
込んだデータを用いて公知の位相差演算を行ない、デフォーカス量を求める。ステップＳ
１１３ではこのデフォーカス量からレンズの駆動量を求める。ステップＳ１１４ではこの
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駆動量に基づいてレンズを駆動する。そしてステップＳ１２３へ移行する。
【００３４】
上記した第１実施形態ではモードＳＷによって２つの動作状態の一方を選択した。しかし
、焦点検出結果に基づいて自動的に選択する方法も考えられる。また、まずコントラスト
ＡＦを行ないコントラストＡＦが無理ならば位相差方式のＡＦへ変更してもよい。
【００３５】
（第２実施形態）
図６は本発明の第２実施形態におけるカメラのブロック構成図である。上記した第１実施
形態の電子カメラは、撮影光学系とファインダ光学系が独立して存在した。これに対して
第２実施形態では本発明を一眼レフタイプの電子カメラに適用する。第１実施形態と同じ
構成要素については説明は省略する。
【００３６】
クイックリターンミラー３７がダウン状態にある時は、撮影レンズ１５が形成する被写体
像はフォーカシングスクリーン３６上に形成される、フォーカシングスクリーン３６上の
像はペンタプリズム３５を通して、接眼レンズ３８へ導かれる。接眼レンズ３８の近傍に
は近接センサ３９が設けられている。近接センサ３９には例えばホトリフレクターなどが
利用でき、ユーザが接眼レンズ３８に目を近づけているかどうか（光学的に被写体を見て
いるかどうか）を検出する。近接センサ３９の出力は、近接検出回路３４により処理され
てＣＰＵ１０へ出力される。
【００３７】
測光回路１１は接眼レンズ３８近傍に配置され、フォーカシングスクリーン３６上の被写
体像から被写体の輝度を測定する。クイックリターンミラー３７はミラー駆動機構４５に
よってアップ位置とダウン位置に駆動される。ミラー駆動機構４５はモータ等のアクチェ
ータを含み、このアクチェータへの駆動電力はミラー駆動回路４６より供給される。クイ
ックリターンミラー３７の中央部はハーフミラーになっている。ハーフミラーを透過した
光はサブミラー４０によって焦点検出モジュール４２へ導かれる。
【００３８】
焦点検出モジュール４２は、セパレータレンズ４１とラインセンサ４３から構成される。
セパレータレンズ４１がラインセンサ４３上に形成する２つの被写体の相対的距離を検出
することで、撮影レンズ１５の移動量を求めることが出来る。ラインセンサ４３の制御は
ＡＦセンサ制御回路４４によって行なわれる。ＣＰＵ１０に接続された操作ＳＷのパワー
ＳＷ３０とレリーズＳＷ３１は第１実施形態と同じ機能をもつ。液晶モニタポジション検
出スイッチ３３は、液晶モニタ２２の位置に応じてＯＮ，ＯＦＦ状態が変化するＳＷであ
る。
【００３９】
図７（ａ）、（ｂ）は本実施形態のカメラシステムを後方から俯瞰したようすを示す図で
ある。図７（ａ）は液晶モニタ２２が正常位置にある状態を示し、図７（ｂ）は液晶モニ
タ２２が傾斜した状態を示している。図７（ａ）の状態では図７（ｃ）に示す液晶モニタ
ポジション検出スイッチ３３はＯＦＦ状態にあり、図７（ｂ）に示すように液晶モニタ２
２を傾斜させると、液晶モニタポジション検出スイッチ３３は突出してＯＮ状態になる。
このとき液晶モニタ２２上には撮像素子１２から入力した画像データが表示される。カメ
ラユーザは、液晶モニタ２２に表示された被写体を確認しながらの撮影動作が可能となる
。
【００４０】
図８は第２実施形態におけるＣＰＵ１０の動作を説明するためのフローチャートである。
パワーＳＷ３０がＯＮするとＣＰＵ１０は動作を開始する。まずステップＳ２００ではシ
ステムの初期化が行なわれる。ステップＳ１００と同じ処理である。ステップＳ２０１で
は、近接検出回路３４を介して近接センサ３９の出力をＣＰＵ１０に入力する。ステップ
Ｓ２０２では、近接センサ３９の出力に基づいてファインダの使用状態、すなわち、ユー
ザがファインダを見ているかどうかを判定する。ファインダを見ている時は、ステップＳ
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２０２からステップＳ２２２１へ移行し、見ていなければステップＳ２０３へ移行する。
ステップＳ２０３では液晶モニタポジション検出スイッチ３３の状態から液晶モニタ２２
の使用状態を判定する。ここでは液晶モニタ２２が正常位置にあるかどうかを判定する。
液晶モニタ２２が図７（ａ）に示すように正常位置にあればステップＳ２０３からステッ
プＳ２２２１へ移行し、液晶モニタ２２が正常位置になく図７（ｂ）に示すように傾斜し
ている場合にはステップＳ２０４へ移行する。
【００４１】
ステップＳ２０１～ステップＳ２０３の処理によって、ユーザがファインダを使用してい
るか液晶モニタ２２が正常位置にある場合は、ファインダを利用して被写体を確認しなが
ら撮影動作を行なう動作モードと判定される。そしてステップＳ２２２１以降の処理が実
行される。ユーザがファインダを使用していない状態にあり、かつ液晶モニタ２２が正常
位置になければ液晶モニタ２２を利用して被写体を確認しながら撮影動作を行なう動作モ
ードであると判定される。そしてステップＳ２０４以後の処理が実行される。
【００４２】
ステップＳ２０４ではクイックリターンミラー３７の状態を検出する。このミラー３７が
ダウン状態にあると撮像素子１２から画像データを取り込むことが出来ない。したがって
クイックリターンミラー３７がダウン状態ならばステップＳ２０５においてミラー３７を
アップ位置へ駆動する。
【００４３】
ステップＳ２０６，ステップＳ２０７では、ステップＳ１１６，ステップＳ１１７と同様
の動作が行なわれ、液晶モニタ２２上で被写体が確認出来るようになる。ステップＳ２０
８では撮像素子１２の出力にもとづいてシャッタ秒時、絞り値を決定する。ここでクイッ
クリターンミラー３７がアップ状態にあるため測光回路１１の出力にもとづいてシャッタ
秒時と絞り値は決定出来ない。ステップＳ２０９では１Ｒ　ＳＷの状態を検出する。１Ｒ
　ＳＷがＯＦＦならばステップＳ２０９からステップＳ２３０へ移行し、ＯＮならばステ
ップＳ２０９からステップＳ２１０へ移行する。ステップＳ２１０～ステップＳ２１３の
動作はステップＳ１１９～ステップＳ１２２と同じものであり、撮像素子１２の出力を利
用したコントラストＡＦ動作である。ステップＳ２１４では２Ｒ　ＳＷの状態を検出する
。２Ｒ　ＳＷがＯＦＦならばステップＳ２０１へ移行し、ＯＮならばステップＳ２１５へ
移行する。ステップＳ２１５ではクイックリターンミラー３７の状態を検出する。このミ
ラー３７がダウン位置にある時は、ステップＳ２１６においてミラー３７をアップ位置へ
駆動する。
【００４４】
ステップＳ２１７～ステップＳ２２１の動作は、ステップＳ１２４～ステップＳ１２８の
動作と同じである。ステップＳ２０２もしくはステップＳ２０３からステップＳ２２２１
へ移行するとＣＰＵ１０はＤＳＰ２８に対して液晶モニタ２２上の画像表示を消すように
指示する。
【００４５】
ステップＳ２２２ではクイックリターンミラー３７の状態を検出する。このミラー３７が
アップ状態だとファインダを通して被写体を確認出来ない。この時は、ステップＳ２２３
においてミラー３７をダウン位置へ駆動する。
【００４６】
ステップＳ２２４では測光回路１１からの出力にもとづいてシャッタ秒時と絞り値が算出
される。ステップＳ２２５では１Ｒ　ＳＷの状態が検出される。１ＲスイッチがＯＦＦな
らばステップＳ２３０へ移行し、ＯＮならばステップＳ２２６へ移行する。ステップＳ２
２６ではＡＦセンサ制御回路４４に対してラインセンサ４３の積分動作を指示する。ＡＦ
センサ制御回路４４はラインセンサ４３を被写体輝度に応じた時間の間、積分動作させる
。積分が終了するとＣＰＵ１０はラインセンサ４３の出力をデジタルデータに変換して、
ＣＰＵ１０へ出力する。
【００４７】



(8) JP 4142205 B2 2008.9.3

10

20

30

40

50

ステップＳ２２７においてこのデジタルデータが読み出される。ステップＳ２２８ではこ
のデータに対して公知の位相差演算を行ないデフォーカス量を求める。さらにデフォーカ
ス量にもとづいて撮影レンズ１５の移動量を求める。ステップＳ２２９ではこの移動量に
もとづき撮影レンズ１５が駆動される。そして２ＲＳＷの状態を検出するためステップＳ
２１４へ移行する。ステップＳ２０９もしくはステップＳ２２５からステップＳ２３０へ
移行するとパワーＳＷ３０の状態を検出する。このパワーＳＷ３０がＯＮならば動作を続
けるためにステップＳ２０１へ移行する。ＯＦＦならばステップＳ２３１においてシステ
ムを停止するための処理が実行され、ＣＰＵ１０は動作を止める。
【００４８】
上記したように、本実施形態によれば、ファインダを利用して直接被写体を確認しながら
撮影を行なう動作モードでは位相差方式のＡＦ動作を行ない、撮像素子の出力を液晶モニ
タ上に表示して被写体を確認しながら撮影を行なう動作モードでは、撮像素子からの画像
データを利用したコントラスト検出方式のＡＦ動作を行なうようにしたので、位相差ＡＦ
を用いることによるＡＦ動作の高速化を保持しつつ、モニタ画面の画像切れが発生しない
電子スチルカメラを提供することができる。
【００４９】
なお、第１実施形態、第２実施形態とも、ファインダを利用して撮影するモードでは位相
差方式のＡＦを使用し、モニタを利用して撮影するモードではコントラスト方式のＡＦを
使用した。しかしこの２つのＡＦ方式にかならずしも限定する必要はない。
【００５０】
さらに、上記した具体的実施形態から以下のような構成の発明が抽出される。
【００５１】
１．　被写体像を視認するためのファインダ光学系と、
上記被写体像を撮像する撮像手段と、
この撮像手段により撮像された上記被写体像に関する画像データに基づき該被写体像を表
示する表示手段と、
上記ファインダ光学系により被写体像を視認して撮像動作を行う第１の動作モードと、上
記表示手段により被写体像を視認して撮像動作を行う第２の動作モードとを選択的に切り
換えるモード選択手段と、
を具備し、このモード選択手段により上記第１の動作モードが選択された場合には第１の
焦点検出動作を行い、上記モード選択手段により上記第２の動作モードが選択された場合
には上記第１の焦点検出動作とは異なる第２の焦点検出動作を行うことを特徴とする電子
スチルカメラ。
【００５２】
２．　さらに、上記ファインダ光学系に撮影者が近接しているか否かを検出する検出手段
を具備し、
この検出手段により上記撮影者が近接していることが検出された場合に、上記モード選択
手段が選択する動作モードが自動的に上記第１の動作モードに決定されることを特徴とす
る１．記載の電子スチルカメラ。
【００５３】
３．　上記第１の動作モードが選択された場合に、位相差検出方式オートフォーカス動作
を行うことを特徴とする２．記載の電子スチルカメラ。
【００５４】
４．さらに、上記表示手段が所定の位置にあるか否かを検出する検出手段を具備し、
この検出手段により上記表示手段が所定の位置にあることが検出された場合に、上記モー
ド選択手段が選択する動作モードが自動的に上記第２の動作モードに決定されることを特
徴とする１．記載の電子スチルカメラ。
【００５５】
５．　上記第２の動作モードが選択された場合に、コントラスト検出方式オートフォーカ
ス動作を行うことを特徴とする４．記載の電子スチルカメラ。
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【００５６】
６．　上記モード選択手段は、撮影者が手動で動作モードを選択する操作部材であること
を特徴とする１．記載の電子スチルカメラ。
【００５７】
７．　さらに、
撮影光学系と、
上記撮影光学系を通過した光束を上記ファインダ光学系に導く光学系と、
を具備することを特徴とする１．～６．のいずれか１つに記載の電子スチルカメラ。
【００５８】
【発明の効果】
本発明によれば、位相差ＡＦを用いることによるＡＦ動作の高速化を保持しつつ、モニタ
画面の画像切れが発生しない電子スチルカメラを提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の第１実施形態に係る電子スチルカメラのブロック構成図である。
【図２】（ａ）は、瞳分割絞り２０の構成と、撮影レンズ１５、撮像素子１２に対する位
置関係を示す図であり、（ｂ）、（ｃ）は焦点検出の方法を説明するための図である。
【図３】第１実施形態におけるＣＰＵ１０の動作を説明するためのフローチャートである
。
【図４】（ａ）はファインダ１３のフォーカスエリア１３ａを示し、（ｂ）はフォーカス
エリア１３ａに対応する撮像素子１２上のエリア１２ａを示す図である。
【図５】レンズ位置とコントラストの関係を示す図である。
【図６】本発明の第２実施形態におけるカメラのブロック構成図である。
【図７】（ａ）は液晶モニタ２２が正常位置にある状態を示し、（ｂ）は液晶モニタ２２
が傾斜した状態を示し、（ｃ）は液晶モニタポジション検出スイッチ３３のＯＮ，ＯＦＦ
動作を説明するための図である。
【図８】第２実施形態におけるＣＰＵ１０の動作を説明するためのフローチャートである
。
【符号の説明】
１０…システムコントローラ（ＣＰＵ）、
１１…測光回路、
１２…撮像素子、
１３…ファインダ、
１４…レンズ駆動機構、
１５…撮影レンズ、
１６…レンズ駆動回路、
１７…絞り駆動機構、
１８…絞り、
１９…絞り駆動回路、
２０…瞳分割絞り、
２１…分割絞り駆動回路、
２２…液晶モニタ、
２３…バックライト駆動回路、
２４…画像表示回路、
２５…画像データ記録メディア、
２６…Ａ／Ｄコンバータ、
２７…タイミングパルス発生回路、
２８…画像データコントローラ（ＤＳＰ）、
２９…ＤＲＡＭ、
３０…パワーＳＷ、
３１…レリーズＳＷ、
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３２…モードＳＷ、
３３…液晶モニタポジション検出スイッチ、
３４…近接検出回路、
３５…ペンタプリズム、
３６…フォーカシングスクリーン、
３７…クイックリターンミラー、
３８…接眼レンズ、
３９…近接センサ、
４０…サブミラー、
４１…セパレータレンズ、
４２…焦点検出モジュール、
４３…ラインセンサ、
４４…ＡＦセンサ制御回路、
４５…ミラー駆動機構、
４６…ミラー駆動回路。

【図１】 【図２】
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【図５】

【図６】 【図７】
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