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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　撮像装置に接続可能なストロボ装置であって、
　発光中は一定の電流が継続して供給されて、供給される電流値に応じた光量で継続発光
する発光手段と、
　接続された撮像装置のストロボ撮影時の露光時間に基づいて前記発光手段によるストロ
ボ光の到達距離を演算する演算手段と、
　前記演算手段により演算された前記到達距離を示す情報を表示する表示手段と、
　前記接続された撮像装置から撮影情報を受信する受信手段と、を有し、
　前記表示手段は、前記受信手段により受信した撮影情報に被写体が静物であることを示
す情報が含まれる場合、前記演算手段により演算された前記到達距離の下限値を示す指標
と被写体が静物であることを報知する指標とを表示することを特徴とするストロボ装置。
【請求項２】
　前記表示手段は、前記受信手段により受信した撮影情報に前記被写体が静物であること
を示す情報が含まれない場合、前記演算手段により演算された前記到達距離の上限値を示
す指標を表示し、前記受信手段により受信した撮影情報に前記被写体が静物であることを
示す情報が含まれる場合、前記演算手段により演算された前記到達距離の上限値を示す指
標を表示しないことを特徴とする請求項１に記載のストロボ装置。
【請求項３】
　前記発光手段は、発光ダイオードであることを特徴とする請求項１または２に記載のス



(2) JP 5268438 B2 2013.8.21

10

20

30

40

50

トロボ装置。
【請求項４】
　発光中は一定の電流が継続して供給されて、供給される電流値に応じた光量で継続発光
する発光手段を用いた撮影が可能な撮像装置であって、
　ストロボ撮影時の露光時間を設定する設定手段と、
　前記設定手段により設定されたストロボ撮影時の露光時間に基づいて前記ストロボ装置
によるストロボ光の到達距離を演算する演算手段と、
　前記演算手段により演算された前記到達距離を表示する表示手段と、を有し、
　前記表示手段は、被写体が静物である場合、前記演算手段により演算された前記到達距
離の下限値を示す指標と被写体が静物であることを報知する指標とを表示することを特徴
とする撮像装置。
【請求項５】
　撮像装置に接続可能であって、発光中は一定の電流が継続して供給されて、供給される
電流値に応じた光量で継続発光する発光手段を有するストロボ装置の制御方法であって、
　接続された撮像装置のストロボ撮影時の露光時間に基づいて前記発光手段によるストロ
ボ光の到達距離を演算する演算ステップと、
　前記演算ステップで演算された前記到達距離を表示手段に表示する表示ステップと、
　前記接続された撮像装置から撮影情報を受信する受信ステップと、を有し、
　前記表示ステップは、前記受信ステップで受信した撮影情報に被写体が静物であること
を示す情報が含まれる場合、前記演算ステップで演算された前記到達距離の下限値を示す
指標と被写体が静物であることを報知する指標とを表示することを特徴とするストロボ装
置の制御方法。
【請求項６】
　発光中は一定の電流が継続して供給されて、供給される電流値に応じた光量で継続発光
する発光手段を用いた撮影が可能な撮像装置の制御方法であって、
　ストロボ撮影時の露光時間を設定する設定ステップと、
　前記設定ステップで設定されたストロボ撮影時の露光時間に基づいて前記ストロボ装置
によるストロボ光の到達距離を演算する演算ステップと、
　前記演算ステップで演算された前記到達距離を表示する表示ステップと、を有し、
　前記表示ステップは、被写体が静物である場合、前記演算ステップで演算された前記到
達距離の下限値を示す指標と被写体が静物であることを報知する指標とを表示することを
特徴とする撮像装置の制御方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、継続発光が可能な発光手段を有するストロボ装置、該ストロボ装置を装着可
能な撮像装置およびその制御方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　閃光管を光源として有するストロボ装置では、ガイドナンバーがメインコンデンサのエ
ネルギーにより決定されていた。そのため、カメラの撮影条件であるフィルム感度あるい
は撮像素子の感度（ゲイン）及びレンズの絞りによって到達距離を容易に演算および表示
ができた。したがって、撮影前に到達距離を撮影者に知らしめることができるため、撮影
後に露出不足が発生することを防止することができた。
【０００３】
　特許文献１では、スピードライト撮影可能なカメラにおいて、被写体距離、フィルム感
度、絞りの状況に応じてスピードライトに必要なガイドナンバーや被写体距離を表示する
技術が開示されている。
【特許文献１】実開平０６－０２１０３０号公報
【発明の開示】
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【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　近年、閃光管以外の白色発光ダイオード（以下、白色ＬＥＤ）などを光源とするストロ
ボ装置が知られている。この種のストロボ装置では、撮影後に露出不足が発生することを
防止するため、撮影前に該ストロボ装置の到達距離を検出し、この到達距離を表示する必
要がある。
【０００５】
　しかしながら、閃光管以外の例えば白色ＬＥＤを光源とするストロボ装置では、閃光管
を光源とするストロボ装置のようにコンデンサに充電された電圧により瞬間的に発光する
のではなく、白色ＬＥＤに定電流を供給している間は一定の発光量で連続して発光する。
そのため、シャッタ秒時によってガイドナンバーが変化し、到達距離が変化する。したが
って、到達距離を演算および表示するためには、感度（ゲイン）、絞り以外の撮影情報も
考慮する必要があった。
【０００６】
　（発明の目的）
　本発明の目的は、継続発光が可能な光源を用いてストロボ撮影する場合に、撮影前に到
達距離を認識させることのできるストロボ装置、撮像装置およびその制御方法を提供しよ
うとするものである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記目的を達成するために、本発明に係るストロボ装置は、撮像装置に接続可能なスト
ロボ装置であって、発光中は一定の電流が継続して供給されて、供給される電流値に応じ
た光量で継続発光する発光手段と、接続された撮像装置のストロボ撮影時の露光時間に基
づいて前記発光手段によるストロボ光の到達距離を演算する演算手段と、前記演算手段に
より演算された前記到達距離を示す情報を表示する表示手段と、前記接続された撮像装置
から撮影情報を受信する受信手段と、を有し、前記表示手段は、前記受信手段により受信
した撮影情報に被写体が静物であることを示す情報が含まれる場合、前記演算手段により
演算された前記到達距離の下限値を示す指標と被写体が静物であることを報知する指標と
を表示することを特徴とする。
【０００８】
　同じく上記目的を達成するために、本発明に係る撮像装置は、発光中は一定の電流が継
続して供給されて、供給される電流値に応じた光量で継続発光する発光手段を用いた撮影
が可能な撮像装置であって、ストロボ撮影時の露光時間を設定する設定手段と、前記設定
手段により設定されたストロボ撮影時の露光時間に基づいて前記ストロボ装置によるスト
ロボ光の到達距離を演算する演算手段と、前記演算手段により演算された前記到達距離を
表示する表示手段と、を有し、前記表示手段は、被写体が静物である場合、前記演算手段
により演算された前記到達距離の下限値を示す指標と被写体が静物であることを報知する
指標とを表示することを特徴とする。
【０００９】
　同じく上記目的を達成するために、本発明に係るストロボ装置の制御方法は、撮像装置
に接続可能であって、発光中は一定の電流が継続して供給されて、供給される電流値に応
じた光量で継続発光する発光手段を有するストロボ装置の制御方法であって、接続された
撮像装置のストロボ撮影時の露光時間に基づいて前記発光手段によるストロボ光の到達距
離を演算する演算ステップと、前記演算ステップで演算された前記到達距離を表示手段に
表示する表示ステップと、前記接続された撮像装置から撮影情報を受信する受信ステップ
と、を有し、前記表示ステップは、前記受信ステップで受信した撮影情報に被写体が静物
であることを示す情報が含まれる場合、前記演算ステップで演算された前記到達距離の下
限値を示す指標と被写体が静物であることを報知する指標とを表示することを特徴とする
。
　同じく上記目的を達成するために、本発明に係る撮像装置の制御方法は、発光中は一定



(4) JP 5268438 B2 2013.8.21

10

20

30

40

50

の電流が継続して供給されて、供給される電流値に応じた光量で継続発光する発光手段を
用いた撮影が可能な撮像装置の制御方法であって、ストロボ撮影時の露光時間を設定する
設定ステップと、前記設定ステップで設定されたストロボ撮影時の露光時間に基づいて前
記ストロボ装置によるストロボ光の到達距離を演算する演算ステップと、前記演算ステッ
プで演算された前記到達距離を表示する表示ステップと、を有し、前記表示ステップは、
被写体が静物である場合、前記演算ステップで演算された前記到達距離の下限値を示す指
標と被写体が静物であることを報知する指標とを表示することを特徴とする。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、継続発光が可能な光源を用いてストロボ撮影する場合に、撮影前に到
達距離を認識させることでストロボ撮影時の露出不足の発生を防止することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１１】
　本発明を実施するための最良の形態は、以下の実施例１および２に示す通りである。
【実施例１】
【００１２】
　図１は本発明の実施例１に係わるカメラシステム（デジタルカメラ本体、レンズユニッ
ト、ストロボ装置から成る）の構成を示す図である。１００はカメラ本体を、２００はレ
ンズユニットを、３００は閃光管以外の白色ＬＥＤ等を光源とするストロボ装置を、それ
ぞれ示している。
【００１３】
　まず、カメラ本体１００内の構成について説明する。
【００１４】
　１０１はカメラ本体１００の各部を制御するマイクロコンピュータＣＣＰＵ（以下、カ
メラマイコン）である。１０２は赤外カットフィルタやローパスフィルタ等を含むＣＣＤ
，ＣＭＯＳ等の撮像素子であり、後述のレンズ群２０２によって撮影時に被写体の像が結
像される。１０３はシャッタであり、非撮影時には撮像素子１０２を遮光し、撮影時には
開いて撮像素子１０２へ光線を導く。１０４はハーフミラーであり、非撮影時にレンズ群
２０２より入射する光の一部を反射し、ピント板１０５に結像させる。
【００１５】
　１０６は測光回路であり、内部に具備される測光センサは被写体の撮影範囲を複数の領
域に分割し、それぞれの領域で測光を行っている。１０７は焦点検出回路であり、内部に
具備される測距センサは複数点を測距ポイントとして持ち、測光センサの分割された部分
に対応した位置に測距ポイントが含まれているよう構成されている。上記測光回路１０６
内の測光センサは後述するペンタプリズム１１４を介してピント板１０５に結像された被
写体像を見込んでいる。
【００１６】
　１０８は撮像素子１０２からのアナログ信号をデジタル信号に変換するＡ／Ｄ変換器、
１０９は撮像素子１０２からの出力信号とＡ／Ｄ変換器１０８の変換タイミングを同期さ
せるためのタイミングジェネレータ（ＴＧ）である。１１０はＡ／Ｄ変換器１０８にてデ
ジタル信号に変換された画像データをパラメータにしたがって画像処理するデジタル信号
処理回路である。尚、処理画像の記憶のためのメモリ等は省略する。
【００１７】
　ＳＣはカメラ本体１００とレンズユニット２００およびストロボ装置３００とのインタ
フェースの信号ラインである。この信号ラインであるＳＣラインにより、カメラマイコン
１０１より通信クロックを発生させ、後述するストロボマイコン３１０間で通信を可能に
している。更にストロボ装置３００への発光開始信号をも与えている。また同様に、ＳＣ
ラインは後述するレンズマイコン２０１とのインタフェースの信号ラインでもあり、レン
ズマイコン２０１からカメラマイコン１０１にデータを送信する端子を有し、カメラマイ
コン１０１とレンズマイコン２０１間で通信を可能にしている。
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【００１８】
　１１２は各種入力部であり、スイッチやボタンなどでカメラの設定などを外部から入力
する事が可能である。１１３は各種設定されたモードやその他の撮影情報などをファイン
ダおよび背面の液晶装置や発光素子などに表示させる表示部である。１１４は前述したペ
ンタプリズムであり、ピント板１０５の被写体像を測光回路１０６内の測光センサおよび
不図示の光学ファインダに導く。１１５はＡＦミラーであり、レンズ群２０２より入射し
、ハーフミラー１０４を透過した光線の一部を焦点検出回路１０７の測距センサへ導いて
いる。尚、ここでは簡単のため電源電池等は説明から省略している。
【００１９】
　次に、カメラ本体１００に接続可能なレンズユニット２００内の構成と動作について説
明する。
【００２０】
　２０１はレンズユニット２００の各部の動作を制御するマイクロコンピュータＬＰＵ（
以下、レンズマイコン）、２０２は複数枚で構成されたレンズ群である。２０３はレンズ
群２０２のズームや焦点位置合わせ用の光学系を移動させるレンズ駆動回路であり、レン
ズ群２０２の駆動量は、カメラ本体１００内にある焦点検出回路１０７の出力に基づいて
カメラマイコン１０１内にて演算され算出される。２０４はレンズ群２０２の駆動時に移
動量を検出するエンコーダである。算出された駆動量はカメラマイコン１０１からレンズ
マイコン２０１に通信され、エンコーダ２０４の駆動情報による駆動量分だけレンズマイ
コン２０１がレンズ駆動回路２０３を動作させ、レンズ群２０２は合焦位置へ移動される
。
【００２１】
　２０５は絞り、２０６は絞り制御回路であり、絞り２０５は絞り制御回路２０６を介し
てレンズマイコン２０１により制御される。なお、交換可能なレンズユニット２００の焦
点距離は単焦点のものであっても、ズームレンズのように焦点距離は可変であっても構わ
ない。２０７は防振制御（ＩＳ）装置であり、不図示のジャイロなどで手振れ等の振れを
検出し、レンズマイコン２０１でレンズ群を制御することで上記振れに起因する像振れを
防止するためのものである。
【００２２】
　次に、カメラ本体１００に接続可能なストロボ装置３００の構成について説明する。
【００２３】
　３１０はストロボ装置３００の各部の動作を制御するマイクロコンピュータＦＰＵ（以
下、ストロボマイコン）である。３０１はストロボの電源（ＶＢＡＴ）としての電池であ
る。３０２は電池３０１の電圧を昇圧し、後述する光源を点灯させるための昇圧回路であ
る。３０７は閃光管以外の光源であり、本実施例１では白色ＬＥＤとする。なお、白色Ｌ
ＥＤ３０７は、同一の電圧が供給されている間は同一の発光量で発光し、連続して発光す
ることができる。３１５は反射傘である。
【００２４】
　図２（ａ）～（ｃ）は、白色ＬＥＤおよび反射傘の一例を示している。
【００２５】
　図１に示した光源の一例である白色ＬＥＤ３０７は、図２（ａ）で示すように、紫外や
青色のＬＥＤ３～１７が直列に接続され、線状に発光するように構成されている。１およ
び２は電極であり、この両端に発光電流が供給されることで、複数の紫外や青色のＬＥＤ
３～１７が点灯する。
【００２６】
　図２（ｂ）において、１８は蛍光体であり、紫外や青色のＬＥＤ３～１７の光を受け、
擬似白色化した光に変換して蛍光体１８の面が発光する。１９はセラミックなどの熱伝導
の良い基板であり、紫外や青色のＬＥＤ３～１７が電極パターン１および２に実装されて
これらの発光により蛍光体１８で擬似白色化されることで図１に示す白色ＬＥＤ３０７は
構成されている。図２（ｃ）において、３１５は図１にて後述する反射傘であり、蛍光体
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１８より発光する白色の発光光束を集光し、被写体に照射している。
【００２７】
　図１に戻り、３０８は白色ＬＥＤ３０７の発光開始および停止を制御する、定電流を与
える電流制御回路である。３２３は白色ＬＥＤ３０７の光を受光するセンサとしてのフォ
トダイオードであり、直接またはグラスファイバーなどを介して白色ＬＥＤ３０７の光を
受光する。３０９はフォトダイオード３２３の受光電流を積分する積分回路であり、その
出力はコンパレータ３１２の反転入力端子とストロボマイコン３１０の図示しないＡ／Ｄ
コンバータ入力端子に入力される。コンパレータ３１２の非反転入力端子はストロボマイ
コン３１０内の図示しないＤ／Ａコンバータ出力端子に接続され、コンパレータ３１２の
出力端子はＡＮＤゲート３１１の入力端子に接続される。ＡＮＤゲート３１１のもう一方
の入力端子はストロボマイコン３１０の図示しない発光制御端子と接続され、ＡＮＤゲー
ト３１１の出力は電流制御回路３０８に入力され、白色ＬＥＤ３０７の通電制御を行って
いる。
【００２８】
　３１５は図２に示した反射傘である。３１６は、フレネルレンズなどのパネル等から成
り、ストロボ装置３００の照射角を変更するズーム光学系である。ここで、反射傘３１５
に対してズーム光学系３１６の距離を所定の位置に変更することにより、被写体へのガイ
ドナンバーおよび配光を変化させることが可能となる。３１３はモータ等から成るズーム
光学系３１６を移動させるズーム駆動部であり、ズーム光学系３１６のズーム駆動量はス
トロボマイコン３１０のズーム制御端子より入力される。レンズマイコン２０１からカメ
ラマイコン１０１へ焦点距離情報が通信により与えられる。そして、カメラマイコン１０
１および不図示の通信手段を介してストロボマイコン３１０に通信され、その焦点距離情
報に応じてズーム駆動量がストロボマイコン３１０にて演算される。
【００２９】
　３１４はズーム光学系３１６のズーム位置を検出する位置検出部であるところのエンコ
ーダである。このエンコーダ３１４はストロボマイコン３１０の不図示の位置信号端子に
移動情報を与える。ストロボマイコン３１０はこの移動情報を基に必要な量だけズーム駆
動部３１３内のモータを動作させ、ズーム光学系３１６を所定位置に移動させる。３２０
は各種入力部（入力インタフェース）であり、例えばストロボ装置３００の側面などにス
イッチが設置されていて、手動によりズーム情報を入力することも可能である。３２１は
ストロボ装置３００の各種設定状態などを表示する表示部である。３２２はスイッチなど
で構成されるストロボのバウンス状態を検知するバウンス検出部であり、バウンス時には
ストロボマイコン３１０にバウンス状態であることを出力している。
【００３０】
　次に、図１の構成図および図３のフローチャートにより、カメラシステムの一連の撮影
動作について説明する。
【００３１】
　カメラシステムが動作を開始すると、カメラマイコン１０１は、まずステップ１０１に
て、入力部１１２の図示しないシャッタボタンの半押し状態である撮影準備用のスイッチ
ＳＷ１がＯＮか否かを判定する。そして、スイッチＳＷ１がＯＮでなければスイッチＳＷ
１がＯＮするまでこのステップで待機する。その後、スイッチＳＷ１がＯＮするとステッ
プＳ１０２へ進み、入力部１１２より入力されたスイッチの状態や予め設定された入力情
報を読み込み、シャッタ秒時（ＴＶ）の決め方や、絞り値（ＦＮｏ．）の決め方等、様々
な撮影モードの設定（初期リセット）を行う。
【００３２】
　次のステップＳ１０３では、カメラマイコン１０１は、上記ステップＳ１０２にて設定
されたカメラの撮影モードのうち、カメラが自動焦点検出動作を行うモード（ＡＦモード
）であるか、そうでないモード（ＭＦモード）であるかを判定する。ＡＦモードでなけれ
ば直ちにステップＳ１０６へ進むが、ＡＦモードであればステップＳ１０４へ進む。
【００３３】
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　ステップＳ１０４では、カメラマイコン１０１は、焦点検出回路１０７を駆動すること
により周知の位相差検出法による焦点検出動作を行う。その際、複数のうちのどの測距（
焦点検出）ポイントに合わせるかは、入力部１１２により設定された測距ポイントであっ
たり、カメラの撮影モードに応じて決定されたり、近点優先を基本の考え方とした周知の
自動選択アルゴリズムなどで決定したりする。次のステップＳ１０５では、上記ステップ
Ｓ１０４で決定された測距ポイントをカメラマイコン１０１内の図示しないＲＡＭ（ラン
ダムアクセスメモリ）に記憶させる。さらに、ステップＳ１０５では、焦点検出回路１０
７の情報に基づき、レンズ群２０２の駆動量を演算し、この演算結果に基づいてレンズマ
イコン２０１を介してレンズ駆動回路２０３を制御し、レンズ群２０２を合焦位置に移動
させる。その後はステップＳ１０６へ進む。
【００３４】
　次のステップＳ１０６では、カメラマイコン１０１は、被写体輝度を測光回路１０６よ
り得る。この実施例では、一例として画面上の６つのエリアに分割し、それぞれのエリア
より被写体輝度を得るものとする。その被写体輝度は、
　　ＥＶｂ（ｉ）　　（ｉ＝０～５）
として、ＲＡＭに記憶させる。
【００３５】
　次のステップＳ１０７では、カメラマイコン１０１は、複数のエリアそれぞれの被写体
輝度（ＥＶｂ）から、周知のアルゴリズムにより露出値（ＥＶｓ）を決定する。そして、
設定されたカメラの撮影モードに応じて、シャッタ秒時（ＴＶ）と絞り値（ＦＮｏ．）を
決定する。続くステップＳ１０８では、レンズマイコン２０１と通信を行い、レンズユニ
ット２００の情報である、焦点距離（ｆ）、防振制御の作動選択、防振段数（ＩＳ＿ＥＶ
）等を受信する。なお、防振とは、手振れ等の振れに起因する像振れを補正するための機
能をいう。
【００３６】
　次のステップＳ１０９では、カメラマイコン１０１は、ＳＣラインおよび不図示の通信
手段を介してカメラの撮影情報等をストロボマイコン３１０に送信し、ストロボマイコン
３１０からはストロボ撮影に関連する情報の受信を行う。続くステップＳ１１０では、入
力部１１２の図示しないシャッタボタンの全押し状態である撮影開始用のスイッチＳＷ２
がＯＮであるか否かを判定し、ＯＮでなければ上記ステップＳ１０１～Ｓ１１０までの動
作を繰り返す。また、スイッチＳＷ２がＯＮであれば、ステップＳ１１１以降の一連のレ
リーズ動作へ進む。
【００３７】
　ステップＳ１１１では、カメラマイコン１０１は、ストロボ装置３００のプリ発光の直
前に被写体輝度を測光回路１０６より得る。６分割されたセンサの各被写体輝度は、上記
と同様、
　　ＥＶａ（ｉ）　　（ｉ＝０～５）
として、図示しないＲＡＭに記憶させる。次のステップＳ１１２では、ストロボマイコン
３１０に対してＳＣラインおよび不図示の通信手段を介してプリ発光の命令を行う。スト
ロボマイコン３１０はこの命令に従って、昇圧回路３０２、電流制御回路３０８を制御し
て所定時間、所定光量の発光を行い、被写体に照射するプリ発光動作を行う。次のステッ
プＳ１１３では、プリ発光時の被写体輝度を測光回路１０６より得る。ここでは、その被
写体輝度は６つの測光エリアに分割された領域に応じて、
　　ＥＶｆ（ｉ）　　（ｉ＝０～５）
として、ＲＡＭに記憶させる。
【００３８】
　次のステップＳ１１４では、カメラマイコン１０１は、露光動作に先立ってハーフミラ
ー１０４及びＡＦミラー１１５をアップさせ、撮影光路内から退去させる。続くステップ
Ｓ１１５では、以下の（１）式
　ＥＶｄｆ（ｉ）←ＬＮ２（２＾ＥＶｆ（ｉ）－２＾ＥＶａ（ｉ））　（ｉ＝０～５）
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　………（１）
のような演算をする。つまり、ステップＳ１１３のプリ発光持続時の被写体輝度（ＥＶｆ
）からステップＳ１１１のプリ発光直前の被写体輝度（ＥＶａ）を伸張した後に差分を取
る。そして、プリ発光の反射光成分のみの被写体輝度（ＥＶｄｆ（ｉ））を抽出する。こ
の抽出は６つの測光エリア毎に行う。
【００３９】
　次のステップＳ１１６では、カメラマイコン１０１は、ストロボ装置３００からのプリ
発光の光量（Ｑｐｒｅ）を得る。ここで、プリ発光の光量（Ｑｐｒｅ）は、図４に一例を
示すように、白色ＬＥＤ３０７などの光源では駆動電流値やズーム位置により変化する。
本実施例１では、一つの定電流駆動であるため、ガイドナンバーはズーム位置により変化
し、照射角の狭い１０５ｍｍを基準として照射角の広い２４ｍｍではガイドナンバーが２
．１ＥＶ低下する。他の照射角では粗く示したが、およそ図４に示す通りである。ここで
、定電流値を変更する場合には電流に対応した補正量が必要となる。
【００４０】
　以上のように、レンズユニット２００の焦点距離（ｆ）によりストロボマイコン３１０
がズーム駆動部３１３およびエンコーダ３１４によりストロボ装置３００のズーム動作を
行い、この時のズーム位置に対応させて求めた値がプリ発光の光量（Ｑｐｒｅ）となる。
測距ポイント（Ｆｏｃｕｓ．ｐ）、焦点距離（ｆ）、プリ発光の光量（Ｑｐｒｅ）等から
、ストロボ光量を分割された６つの測光エリアのうちどのエリアの被写体に対して適正に
もって行くべきかを選出する。選出されたエリアをＰ（０～５のうちのどれか）として、
ＲＡＭ内に記憶させる。
【００４１】
　次のステップＳ１１７では、カメラマイコン１０１は、本発光量を演算する。露出値（
ＥＶｓ）と被写体輝度（ＥＶｂ）とプリ発光反射光分のみの輝度値（ＥＶｄｆ（ｐ））と
から、設定または選出されたエリア（Ｐ）の被写体について、プリ発光の光量に対して適
正となるメイン発光量の相対比（ｒ）を求める。つまり、以下の（２）式
　　ｒ←ＬＮ２（２＾ＥＶｓ－２＾ＥＶｂ（ｐ））－ＥＶｄｆ（ｐ）　……（２）
より求める。ここで、露出値（ＥＶｓ）から被写体輝度（ＥＶｂ）の伸張したものの差分
をとっているのは、ストロボ光を照射したときの露出が、外光分にストロボ光を加えて適
正となるように制御するためである。
【００４２】
　次のステップＳ１１８では、カメラマイコン１０１は、以下の（３）式
　　ｒ←ｒ＋ＴＶ－ｔ＿ｐｒｅ＋ｃ　　　　　　　　　　　　　　　　　………（３）
の演算を行う。つまり、シャッタ秒時（ＴＶ）とプリ発光の発光時間（ｔ＿ｐｒｅ）と撮
影者により入力部１１２により予め設定された露出補正係数（ｃ）とを用いて相対比（ｒ
）を補正する。そして、新たな相対比（ｒ）を演算する。ここで、シャッタ秒時（ＴＶ）
とプリ発光の発光時間（ｔ＿ｐｒｅ）を用いて補正するのは、ストロボ装置３００内で、
プリ発光の測光積分値（ＩＮＴｐ）とメイン発光の測光積分値（ＩＮＴｍ）とを正しく比
較するためである。
【００４３】
　次のステップＳ１１９では、カメラマイコン１０１は、ＳＣラインを介してストロボマ
イコン３１０へメイン発光量を決定するためのプリ発光の光量との相対比（ｒ）を送信す
る。そして、次のステップＳ１２０にて、決められた露出値（ＥＶｓ）に基づく絞り値（
ＦＮｏ．）になるようにレンズマイコン２０１に指令を出す。そして、決められたシャッ
タ秒時（ＴＶ）になるように図示しないシャッタ制御回路を介してシャッタ１０３を制御
する。
【００４４】
　次のステップＳ１２１では、カメラマイコン１０１は、シャッタ１０３の全開に同期し
てＳＣラインを介してストロボマイコン３１０に本発光の発光信号を与える。すると、ス
トロボマイコン３１０は、カメラから送られてきた相対比（ｒ）に基づいて適正な発光量
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になるようにメイン発光制御を行う。
【００４５】
　こうして一連の露光動作が終了すると、ステップＳ１２２にて、撮影光路より退去させ
ていたハーフミラー１０４及びＡＦミラー１１５をダウンして再び撮影光路内に斜設させ
る。続くステップＳ１２３では、撮像素子１０２の画素データをＡ／Ｄ変換器１０９でデ
ジタル信号として変換する。変換した画素データはホワイトバランスなど所定の信号処理
を信号処理回路１１０を用いて行う。そして、次のステップＳ１２４で処理された画像デ
ータを図示しないメモリに記憶して撮影のルーチンを終了する。
【００４６】
　次に、カメラ本体１００に装着されたストロボ装置３００側での動作について、図５の
フローチャートを用いて説明する。ストロボ装置３００側では、図３のステップＳ１０９
でカメラから送られる情報を図５のステップＳ２０１で待つ待機状態にある。
【００４７】
　ステップＳ２０１では、ストロボマイコン３１０は、カメラマイコン１０１からＳＣラ
インおよび不図示の通信手段を介して各種情報を受信する。詳しくは、感度（ゲイン）情
報（ＩＳＯ）、焦点距離（ｆ）、絞り値（ＦＮｏ．）、シャッタ秒時（ＴＶ）、ストロボ
同調秒時（ｔｘ）、防振制御の有無、防振によるＧＮｏ．補正量である防振段数（ＩＳ＿
ＥＶ）等の撮影情報を受信する。次に、ステップＳ２０２では、ストロボマイコン３１０
は、カメラマイコン１０１へ同様に不図示の通信手段およびＳＣラインを介して各種情報
を送信する。詳しくは、ガイドナンバーデータ（ＧＮｏ．）、プリ発光の光量（Ｑｐｒｅ
）、白色ＬＥＤの駆動電流（Ｉ）、ズーム情報（Ｚｏｏｍ）、バウンスモード（Ｂｏｕｎ
ｃｅ）等のストロボ撮影に関連する情報を送信する。
【００４８】
　次のステップＳ２０３では、ストロボマイコン３１０は、カメラマイコン１０１から受
信した撮影情報からストロボ装置３００の到達距離を求める。このルーチンの詳細は図６
を用いて後述する。そして、次のステップＳ２０４にて、ファインダまたは背面の表示部
３２１に到達距離とともにストロボ撮影に関連する情報を表示する。続くステップＳ２０
５では、ストロボマイコン３１０は、カメラマイコン１０１へＳＣラインおよび不図示の
通信手段を介してＳ２０３で決定されたシャッタ秒時（ＴＶ）の情報を送信する。そして
、次のステップ２０６及びステップ２０７では、カメラマイコン１０１より受信した焦点
距離（ｆ）に基づいてズーム駆動部３１３を駆動してレンズユニット２００の焦点距離に
対応した所定の位置に移動させ、ストロボ装置３００の照射角を設定する。そして、一連
のシーケンスを終えてもとの通信の待機状態に戻る。
【００４９】
　次に、図５のステップＳ２０３にて実行されるストロボ装置３００の到達距離（ストロ
ボ到達距離とも記す）の演算について、図６のフローチャートを用いて説明する。
【００５０】
　ステップＳ３０１では、ストロボマイコン３１０は、基準となるストロボ到達距離の計
算を行う。ここで、図７は、カメラ本体１００内のフォーカルプレーンシャッタのシャッ
タ開口のタイミングとキセノン管（閃光管）および白色ＬＥＤ３０７などの光源を使用し
たストロボ装置の発光のタイミングを示している。
【００５１】
　従来の閃光管であるキセノン管を使用したストロボ装置では、図７（ａ）に示すように
、ｔｏで先幕が走行し、シャッタが全開時点でストロボの発光がｔ＿ｓｙｎｃで開始され
、閃光終了後に後幕が走行するようになっている。ここで、ストロボ同調秒時（ｔｘ）は
、従来は１／６０秒程度として比較的閃光時間の長いスタジオ用のストロボ装置でもほぼ
時間内閃光波形が入るようにしていた。最近では、シャッタの走行速度の増加やカメラに
装着するような比較的閃光時間の短いストロボ装置に合わせて１／２００秒から１／２５
０秒とするストロボ同調秒時のものも増えてきた。
【００５２】
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　図７（ａ）に示すように、キセノン管を使用したストロボ装置では、ストロボ同調秒時
（ｔｘ）よりシャッタ秒時（ＴＶ）を遅くしても、メインコンデンサのエネルギーを放電
して発光は終了している。そのため、ｔｘに対してｔ＿ｓｈの時間が延びたとしてもガイ
ドナンバーは上がらない。従って、ストロボ同調秒時（ｔｘ）以上の秒時では、到達距離
は、ストロボ装置のガイドナンバー（ＧＮｏ．）と撮影時の絞り値（ＦＮｏ．）で決定す
る。
【００５３】
　これに対して、キセノン管以外の例えば白色ＬＥＤ３０７では、図１で示す電池３０１
の電圧を昇圧回路３０２で昇圧し、電流制御回路３０８で定電流化させ、点灯しているた
めに比較的長い時間点灯させることが可能である。図７（ｂ）は、白色ＬＥＤ３０７など
のキセノン管以外を光源とするストロボ装置におけるフォーカルプレーンシャッタのシャ
ッタ開口のタイミングとストロボ発光のタイミングを示している。図７（ｂ）ように、ｔ
ｏで先幕が走行し、シャッタが全開時点でストロボの点灯がｔ＿ｓｙｎｃで開始され、後
幕が走行する時間ｔ１まで点灯するようになっている。
【００５４】
　白色ＬＥＤ３０７を光源とする本実施例１におけるストロボ装置３００では、シャッタ
秒時（ＴＶ）がストロボ同調秒時（ｔｘ）より長くなれば点灯時間はｔ１からｔ２と延び
る。そのため、次の（４）式
　　ＧＮｏ．（２）＝ＧＮｏ．（１）×√（ｔ２／ｔ１）　　　　　　　　………（４）
のようにガイドナンバーは増加する。なお、ＧＮｏ．（１）はｔ１時間点灯時のガイドナ
ンバー、ＧＮｏ．（２）はｔ２時間点灯時のガイドナンバーである。従って、ｔ２時間が
無限大となるとガイドナンバーも無限大となる。
【００５５】
　しかしながら、無限に点灯させて露光させた場合手振れ等の振れが発生することから、
露光時間は振れの発生が許容できる有限の秒時で決定しなければならない。従って、白色
ＬＥＤ３０７を光源とする場合のストロボ到達距離は、該白色ＬＥＤ３０７の手振れ等の
振れの許容点灯時間（振れ許容秒時＝振れ限界秒時）で決まるガイドナンバー（ＧＮｏ．
）と撮影時の絞り値（ＦＮｏ．）で決定する必要がある。
【００５６】
　以上は簡単のため、点灯時間に注目して説明を行ったが、点灯時間を含めてガイドナン
バーを決定するファクターとしては、
　　ＧＮＯ．∝√（ＩＳＯ）∝√（Ｉｑ）∝√（ｔ）
のようなものがある。なお、ＩＳＯは感度（ゲイン）、Ｉｑは白色ＬＥＤ３０７などの光
源輝度（ほぼ点灯電流値に比例）、ｔは白色ＬＥＤ３０７などの点灯時間である。その他
、ストロボ装置３００のズームによるガイドナンバー変化やシャッタ秒時（ＴＶ）を延ば
すことが可能となる防振機能の有無でもガイドナンバーは変化する。
【００５７】
　図６のステップＳ３０１では、シャッタ秒時（ＴＶ）によりストロボ装置３００のガイ
ドナンバー（ＧＮｏ．）が変化するため、まず、基準となるガイドナンバー条件を決定し
ている。図４の各ファクターにて基準ファクターの補正量が“０”とする。すなわち、感
度（ゲイン）が１００、光源電流として示される白色ＬＥＤ電流（Ｉ）が４００ｍＡ、ス
トロボズーム焦点距離（Ｚｏｏｍ＿ＳＴ）が１０５ｍｍ、ストロボ同調秒時（ｔｘ）が一
般的な値である１／６０秒、防振無し（ＩＳ＿ＥＶ＝０）を基準とする。そして、基準ガ
イドナンバー（ＧＮＯ＿ＳＴＤ）が決められている。これらのファクターの変化に応じて
撮影時のガイドナンバーが変化し、到達距離が変わる。基準ガイドナンバー（ＧＮＯ＿Ｓ
ＴＤ）はそれぞれ各ストロボ装置に記憶されており、各ファクターの変化により決定され
る補正量によって補正される。
【００５８】
　上記条件により、ステップＳ３０１で求めるストロボの基準到達距離は記憶された基準
ガイドナンバー（ＧＮＯ＿ＳＴＤ）とカメラマイコン１０１からの絞り値（ＦＮｏ．）に
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より、次の（５）式により決定する。つまり、
　　基準到達距離（ｍ）＝（ＧＮＯ＿ＳＴＤ）／（ＦＮｏ．）　　　　　　………（５）
のように決定する。
【００５９】
　図６に戻り、上記ステップＳ３０１で基準到達距離を設定した後はステップＳ３０２へ
進む。そして、次のステップＳ３０２では、ストロボマイコン３１０は、カメラマイコン
１０１より受信した撮影情報にレンズユニット２００の焦点距離情報が含まれていればス
テップＳ３０３へ進む。そして、焦点距離の逆数秒時（１／ｆ）とカメラ本体１００のス
トロボ同調秒時（ｔｘ）を比較する。一般的な手振れ等の振れ許容秒時は焦点距離（ｆ）
の逆数（１／ｆ）とされ、本実施例でも同様とする。上記比較の結果、ストロボ同調秒時
（ｔｘ）より長いと判定した場合はステップＳ３０３からステップＳ３０４へ進み、焦点
距離の逆数秒時（１／ｆ）をシャッタ秒時（ＴＶ）とする。また、レンズユニット２００
の焦点距離の逆数秒時（１／ｆ）とストロボ同調秒時（ｔｘ）を比較して、ストロボ同調
秒時（ｔｘ）より逆数秒時（１／ｆ）が短いと判定した場合はステップＳ３０５へ進み、
ストロボ同調秒時（ｔｘ）をシャッタ秒時（ＴＶ）とする。そして、ステップＳ３０８へ
進む。
【００６０】
　また、ストロボマイコン３１０は、上記ステップＳ３０２にてカメラマイコン１０１か
ら受信した撮影情報の中に焦点距離（ｆ）が有るか無いかの判定の結果、焦点距離（ｆ）
が無いと判定した場合はステップＳ３０６へ処理を進める。そして、次のステップＳ３０
６にて、標準レンズの焦点距離５０ｍｍとし、続くステップＳ３０７にて、ストロボ同調
秒時（ｔｘ）として一般的な値である１／６０秒をシャッタ秒時（ＴＶ）とする。そして
、ステップＳ３０８へ進む。
【００６１】
　ステップＳ３０８では、ストロボマイコン３１０は、カメラマイコン１０１から受信し
た撮影情報で防振制御の作動選択の有無を判定し、防振が作動している（防振機能が用い
られている）と判定した場合はステップＳ３０９へ進む。そして、ステップＳ３０９では
、防振機能時にはシャッタ秒時（ＴＶ）を何段シフトできるかのシャッタ秒時寄与段数（
ＩＳ＿ＥＶ）の情報を確認し、ステップＳ３１０へ進む。上記ステップＳ３０８にて防振
機能が具備されていないか、または防振機能が作動していない（防振機能が用いられてい
ない）と判定した場合は直ちにステップＳ３１０へ進む。
【００６２】
　ステップＳ３１０では、ストロボマイコン３１０は、図４に示す各ファクターによる補
正量をもとに基準ガイドナンバー（ＧＮＯ＿ＳＴＤ）からストロボ到達距離を求める。例
えば、カメラマイコン１０１よりの撮影情報が、感度（ゲイン）が４００、白色ＬＥＤ電
流（Ｉ）が４００ｍＡ、ストロボズーム焦点距離（Ｚｏｏｍ＿ＳＴ）が５０ｍｍ、レンズ
焦点距離（ｆ）が５０ｍｍである。さらに、カメラのストロボ同調秒時（ｔｘ）が１／５
０秒、防振段数（防振機能付きでシャッタ秒時寄与段数）（ＩＳ＿ＥＶ）が２段（ステッ
プＳ３０９にて確認）であるとする。この場合、上記撮影条件で、図４の補正量は、感度
（ゲイン）が１００→４００で補正量は＋２である。また、白色ＬＥＤ電流（Ｉ）が４０
０ｍＡ→４００ｍＡで補正量は０、ストロボズーム焦点距離（Ｚｏｏｍ＿ＳＴ）が１０５
ｍｍ→５０ｍｍで補正量は－０．９である。また、シャッタ秒時（ＴＶ）が１／６０→１
／５０で補正量は＋０．３、防振段数（ＩＳ＿ＥＶ）が０→２である。したがって、これ
らから補正量（ａ）が求まる。つまり、次の（６）式
　　補正量（ａ）＝２（ゲイン）＋０（Ｉ）－０．９（Ｚｏｏｍ＿ＳＴ）
　　　　　　　　　　＋０．３（ＴＶ）＋２（ＩＳ＿ＥＶ）＝＋３．４段　………（６）
より求まる。上記条件での演算結果では＋３．４段の補正量となる。
【００６３】
　ステップＳ３０１で、基準ガイドナンバー（ＧＮＯ．＿ＳＴＤ）が４５で、絞り値（Ｆ
Ｎｏ．）がＦＮｏ．５．６であるとする。この場合には、基準到達距離は、次の（７）式
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　　基準到達距離＝（ＧＮＯ．＿ＳＴＤ）／（ＦＮｏ．）＝４５／５．６＝８（ｍ）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　………（７）
より求まる。
【００６４】
　図８に、基準到達距離と補正量の関係を示す。図８では、横方向に基準ガイドナンバー
と撮影時の絞りで決定する基準到達距離、縦方向に補正量を示している。本実施例１の場
合、基準到達距離が８ｍであり、補正量としては約＋３．５段（＋３．４段を丸めた）の
補正が加わる。この場合、この基準到達距離８ｍと補正量＋３．５段の交点に示される距
離は２７ｍとなり、実際の到達距離は２７ｍと演算結果が求められる。
【００６５】
　また、防振無しの場合、補正量（ｂ）は，次の（８）式
　　補正量（ｂ）＝２（ゲイン）＋０（Ｉ）－０．９（Ｚｏｏｍ＿ＳＴ）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＋０．３（ＴＶ）
　　　　　　　　＝１．４段　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　………（８）
より求まる。防振無しの場合、基準ガイドナンバーによる基準到達距離８ｍに対して約＋
１．５段（＋１．４段を丸めた）の補正量となり、図８から１３ｍと演算結果が求められ
る。
【００６６】
　また、同条件で撮影情報にレンズ焦点距離情報が無い場合には、レンズ焦点距離（ｆ）
を５０ｍｍとして一般的な同調秒時である１／６０秒をシャッタ秒時（ＴＶ）として用い
て演算される。この時、防振機能が無いか、防振機能がＯＦＦの場合では、補正量（ｃ）
は、次の（９）式
　　補正量（ｃ）＝２（ゲイン）＋０（Ｉ）－０．９（Ｚｏｏｍ＿ＳＴ）＋０（ＴＶ）
　　　　　　　　＝１．１段　　　　　　　　　　　　　　　　　　　………（９）
より求まる。防振無しの場合、基準ガイドナンバーによる基準到達距離８ｍに対して約＋
１．０段（＋１．１段を丸めた）の補正量となり、図８から１１ｍと演算結果が求められ
る。
【００６７】
　これらの補正量（ａ）から補正量（ｃ）までは、図９（ａ）～（ｃ）に示すような、左
側のバー表示や右側の絶対値の距離表示として、図５のステップＳ２０４にてファインダ
または背面の表示部３２１に必要なデータとして表示される。
【００６８】
　以上説明したように、白色ＬＥＤ３０７などの光源によるストロボ装置３００では、光
源の点灯時間（露光時間）によりストロボ到達距離が変化するため、手振れなどの撮影条
件を含め、演算を行う必要がある。
【００６９】
　本実施例１では、手振れのシャッタ秒時（ＴＶ）条件として、レンズの焦点距離（ｆ）
の逆数（１／ｆ）を用いたが、これに限るものではなく、レンズユニット２００の情報と
してレンズ毎に個別に許容できる振れ許容秒時のデータを持つことでも良い。
【００７０】
　レンズの焦点距離が２００ｍｍまたは２５０ｍｍ以上の望遠レンズを使用した場合には
、ストロボ同調秒時より振れ許容秒時が短くなる。しかし、例えばこのような望遠レンズ
の場合、本実施例１では、ステップＳ３０５でカメラ本体１００のストロボ同調秒時（ｔ
ｘ）に合わせている。
【００７１】
　これは、６００ｍｍや１２００ｍｍなどの超望遠レンズにした場合、シャッタ先幕の走
行が全開になる前（ｔ＿ｓｙｎｃ以前）に後幕がスタートして光源が点灯しなかったり、
全開後でも極端に低いガイドナンバーとなったりすることを防止するためである。
【００７２】
　また、ストロボ同調秒時（ｔｘ）を、キセノン管を使用したストロボ装置と同じ時間で
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説明を行ったが、キセノン管以外の白色ＬＥＤ３０７などを光源とするストロボ装置３０
０の場合は、独自に個別のストロボ同調秒時を設定することでも良い。また、白色ＬＥＤ
３０７などを光源とするストロボ装置の発光開始を先幕全開後のｔ＿ｓｙｎｃとしたが、
これに限らず、先幕の走行開始時に点灯を開始し、後幕の走行完了（シャッタ閉）で消灯
させるものであっても良い。さらに、防振制御装置２０７をレンズユニット２００に設け
たもので説明を行ったが、カメラ本体側にあるものでも差し支えない。
【実施例２】
【００７３】
　次に、本発明の実施例２に係るカメラシステムについて説明する。なお、カメラシステ
ムの構成は図１と同様であり、ライブビュー時のカメラ本体１００およびレンズユニット
２００のみを図１０に示している。
【００７４】
　図１１は、本発明の実施例２に係るカメラシステムにおいて、ライブビューモードが設
定されているときの主要部分の動作を示すフローチャートである。
【００７５】
　まず、ステップＳ４０１にて、カメラマイコン１０１は、入力部１１２の図示しないレ
リーズボタンの半押し状態であるスイッチＳＷ１がＯＮであるか否かを判定し、ＯＮでな
ければこのステップを繰り返す。その後、スイッチＳＷ１がＯＮするとステップＳ４０２
へ進む。
【００７６】
　ステップＳ４０２では、カメラマイコン１０１は、図１０に示すように、図示しないミ
ラー制御回路によりミラーを制御する。そして、ハーフミラー１０４を回転させてレンズ
群２０２から撮像素子１０２に到る光線を透過させるとともに、反射光を焦点検出回路１
０７の回路内の測距センサに反射させる位置に移動させる。同時にＡＦミラー１１５はこ
れらの光束を妨げない位置まで退避させられる。
【００７７】
　次のステップＳ４０３では、カメラマイコン１０１は、図示しないシャッタ制御回路を
制御してシャッタ１０３を開き、撮像素子１０２にレンズ群２０２からの光束を導く。そ
して、次のステップＳ４０４にて、焦点検出回路１０７により位相差による焦点検出を行
う。そして、カメラマイコン１０１は、レンズマイコン２０１とＳＣラインを介して通信
を行い、フォーカスレンズの移動方向と移動量を指示して、レンズ駆動回路２０３に駆動
命令を出す。レンズマイコン２０１は、カメラマイコン１０１からの情報に応じてレンズ
駆動回路２０３を制御することで、レンズ群２０２のフォーカスレンズを所定量駆動する
。
【００７８】
　レンズ群２０２のフォーカスレンズを駆動して焦点調節が完了すると、カメラマイコン
１０１は、ステップＳ４０５へ処理を進め、撮像動作を行う。詳しくは、撮像素子１０２
からのアナログ信号をタイミングジェネレータ（ＴＧ）１０９で変換タイミングを同期さ
せ、Ａ／Ｄ変換器１０８でデジタル信号に変換する。次のステップＳ４０６では、デジタ
ル信号に変換された画像データに所定の画像処理を行い、続くステップＳ４０７にて、画
像処理の結果得られた表示画像を表示部１１３に表示する。
【００７９】
　次のステップＳ４０８では、カメラマイコン１０１は、得られた画像データから測光を
行う。そして、次のステップＳ４０９にて、所定のＡＰＥＸ（Ａｄｄｉｔｉｖｅ　Ｓｙｓ
ｔｅｍ　ｏｆ　Ｐｈｏｔｏｇｒａｐｈｉｃ　Ｅｘｐｏｓｕｒｅ）演算を行って、シャッタ
秒時（ＴＶ）および絞り値（ＦＮｏ．）を演算して、図示しないメモリに記憶する。この
記憶された値は、スイッチＳＷ２がＯＮして、ライブビューモードから、静止画撮影する
場合の、静止画の撮像時に使用される。
【００８０】
　次のステップＳ４１０では、カメラマイコン１０１は、レンズマイコン２０１とＳＣラ
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インを介して通信を行い、上記ステップＳ４０９にて得られた絞り値（ＦＮｏ．）にレン
ズ群２０２の絞り２０５を絞り制御回路２０６を駆動する。そして、次のステップＳ４１
１にて、撮像素子１０２からのアナログ信号をＡ／Ｄ変換器１０８でタイミングジェネレ
ータ（ＴＧ）１０９で変換タイミングを同期させてデジタル信号に変換し、新たに画像を
取り込んで図示しないメモリに記憶する。続くステップＳ４１２では、前回メモリに記憶
された画像と新たにメモリに記録された画像とを比較する。
【００８１】
　次のステップＳ４１３では、カメラマイコン１０１は、上記ステップＳ４１２での比較
結果より動体か静物かを判定し、静止した画像であればステップＳ４１４へ進み、静物フ
ラグを立て、動体であればステップＳ４１５へ進み、動体フラグを立てる。
【００８２】
　その後はステップＳ４１６へ進み、カメラマイコン１０１は、レンズマイコン２０１と
通信を行う。そして、レンズユニット２００の情報である、焦点距離（ｆ）、被写体との
距離情報（Ｄ）、防振制御の作動選択、防振段数(ＩＳ＿ＥＶ)等を受信する。
【００８３】
　次のステップＳ４１７では、カメラマイコン１０１は、ＳＣラインを介してカメラ本体
１００の撮影情報等をストロボマイコン３１０に送信し、ストロボマイコン３１０よりス
トロボ撮影に関連する情報の受信を行う。
【００８４】
　カメラマイコン１０１は、スイッチＳＷ２がＯＮするまで、上記の動作を繰り返す。
【００８５】
　上記実施例１で説明した図５のシーケンスは本実施例２でも同様であるが、その中のス
テップＳ２０３にて実行されるストロボ到達距離の演算処理（実施例１では図６に詳細を
示している）が異なる。そこで、本発明の実施例２に係るストロボの到達距離の演算につ
いて、図１２のフローチャートにより説明する。
【００８６】
　ストロボマイコン３１０は、カメラマイコン１０１からカメラ本体１００の撮影情報を
図５のステップＳ２０１により既に以下の各種情報を受信している。受信する各種情報は
、感度（ゲイン）情報、焦点距離（ｆ）、絞り値（ＦＮｏ．）、シャッタ秒時（ＴＶ）、
ストロボ同調秒時（ｔｘ）、防振制御の有無、防振によるＧＮｏ．補正量である防振段数
（ＩＳ＿ＥＶ）、動体フラグ／静物フラグ等の撮影情報である。本実施例２では、上記実
施例１と比較して被写体が動体か静物かを示す動体フラグ／静物フラグ等の撮影情報が加
わっている。そして、受信したフラグ情報より、被写体が動体であるか否かを判定し、動
体であった場合はステップＳ５０２へ進み、そうでなかった場合は直ちにステップＳ５１
１へ進む。
【００８７】
　上記ステップＳ５０１にて動体であるとしてステップＳ５０２へ進むと、ストロボマイ
コン３１０は、基準となるストロボ到達距離の計算を行う。ここで、感度（ゲイン）が１
００、白色ＬＥＤ電流（Ｉ）が４００ｍＡ、ストロボズーム焦点距離（Ｚｏｏｍ＿ＳＴ）
が１０５ｍｍ、ストロボ同調秒時（ｔｘ）が一般的な値である１／６０秒、防振無し（Ｉ
Ｓ＿ＥＶ＝０）とする。すると、実施例１と同様に、実施例２でも、上記の条件により基
準ガイドナンバー（ＧＮＯ＿ＳＴＤ）が決められる。基準ガイドナンバー（ＧＮＯ＿ＳＴ
Ｄ）はそれぞれ各ストロボ装置に記憶されており、各ファクターの変化により決定される
補正量により補正される。ストロボの基準到達距離は、記憶された基準ガイドナンバー（
ＧＮＯ＿ＳＴＤ）とカメラマイコン１０１からの絞り値（ＦＮｏ．）により決定する。つ
まり、次の（１０）式
　　基準到達距離（ｍ）＝（ＧＮＯ＿ＳＴＤ）／（ＦＮｏ．）　　　　　………（１０）
のようにして決定する。
【００８８】
　次のステップＳ５０２では、ストロボマイコン３１０は、基準到達距離を設定する。そ
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して、次のステップＳ５０３にて、カメラマイコン１０１より受信した撮影情報にレンズ
ユニット２００の焦点距離情報が有るか否かを判定する。その結果、焦点距離情報が有れ
ばステップＳ５０４へ進み、振れ許容秒時としての焦点距離の逆数秒時（１／ｆ）とカメ
ラ本体１００のストロボ同調秒時（ｔｘ）を比較する。比較の結果、焦点距離の逆数秒時
（１／ｆ）がストロボ同調秒時（ｔｘ）より長いと判定した場合はステップＳ５０５へ進
み、焦点距離の逆数秒時（１／ｆ）をシャッタ秒時（ＴＶ）とする。また、ステップＳ５
０４でレンズユニット２００の焦点距離の逆数秒時（１／ｆ）とストロボ同調秒時を比較
してストロボ同調秒時（ｔｘ）より短いと判定した場合はステップＳ５０６へ進み、スト
ロボ同調秒時（ｔｘ）をシャッタ秒時（ＴＶ）とする。その後はいずれの場合もステップ
Ｓ５０９へ進む。
【００８９】
　また、上記ステップＳ５０３にてカメラマイコン１０１から受信した撮影情報に焦点距
離（ｆ）が無いと判定した場合はステップＳ５０７へ進む。そして、ステップＳ５０７に
て、ストロボマイコン３１０は、焦点距離（ｆ）を標準レンズの焦点距離５０ｍｍとする
。そして、次のステップＳ５０８にて、ストロボ同調秒時（ｔｘ）として一般的な値であ
る１／６０秒をシャッタ秒時（ＴＶ）とする。その後はステップＳ５０９へ進む。
【００９０】
　ステップＳ５０９では、ストロボマイコン３１０は、カメラマイコン１０１から受信し
た撮影情報で防振制御装置２０７の作動選択の有無を判定し、防振制御装置２０７が作動
していればステップＳ５１０へ進む。そして、ステップＳ５１０にて、防振機能でのシャ
ッタ秒時（ＴＶ）を何段シフトできるかの防振段数（ＩＳ＿ＥＶ）の情報を確認し、ステ
ップＳ５１１へ進む。
【００９１】
　上記ステップＳ５０９にてレンズユニット２００に防振機能が無いか、または防振制御
装置２０７が作動していないと判定した場合には、直ちにステップＳ５１１へ進む。
【００９２】
　次のステップＳ５１１では、ストロボマイコン３１０は、図４に示す各ファクターによ
る補正量をもとに基準ガイドナンバーからストロボの到達距離を求める。例えば、カメラ
マイコン１０１よりの撮影情報が、上記実施例１と同様、感度（ゲイン）が４００、白色
ＬＥＤ電流（Ｉ）が４００ｍＡ、ストロボズーム焦点距離（Ｚｏｏｍ＿ＳＴ）が５０ｍｍ
である。さらに、レンズ焦点距離（ｆ）が５０ｍｍ、カメラのストロボ同調秒時（ｔｘ）
が１／１２０秒、防振段数（ＩＳ＿ＥＶ）が２段（ステップＳ５１０にて確認）、動体フ
ラグが１であるとする。ここで、感度（ゲイン）が１００→４００で補正量が＋２、白色
ＬＥＤ電流が４００ｍＡ→４００ｍＡで補正量は０である。また、ストロボズーム焦点距
離が１０５ｍｍ→５０ｍｍで補正量は－０．９、シャッタ秒時（ＴＶ）が１／６０→１／
５０で補正量が＋０．３、防振段数（ＩＳ＿ＥＶ）が０→２であるとする。この場合、上
記撮影条件で、図４の補正量（ａ）は、次の（１２）式で求まる。つまり、
　　補正量（ａ）＝２（ゲイン）＋０（Ｉ）－０．９（Ｚｏｏｍ＿ＳＴ）
　　　　　　　　　＋０．３（ＴＶ）＋２（ＩＳ＿ＥＶ）＝＋３．４段　　……（１２）
より求まる。上記条件での演算結果では、＋３．４段の補正量となる。
【００９３】
　基準ガイドナンバー（ＧＮＯ．＿ＳＴＤ）が４５で、絞り情報（ＦＮｏ．）がＦＮｏ．
５．６である場合には、撮影距離は、次の（１３）式で求まる。つまり、
　　撮影距離＝（ＧＮＯ．＿ＳＴＤ）／（ＦＮｏ．）＝４５／５．６＝８（ｍ）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　………（１３）
より求まる。
【００９４】
　図８に、基準ガイドナンバーによる撮影距離と補正量の関係を示している。図８では、
横方向に基準ガイドナンバーと撮影時の絞りで決定する撮影距離、縦方向に補正量を示し
ている。本実施例２の場合、補正無しが８ｍの距離で約＋３．５段（＋３．４段を丸めた
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）の補正が加わる場合、この数値による交点に示される距離は２７ｍとなり、到達距離は
２７ｍと演算結果が求められる。
【００９５】
　また、防振無しの場合、補正量（ｂ）は、次の（１４）式より求まる。つまり、
　　補正量（ｂ）＝２（ゲイン）＋０（Ｉ）－０．９（Ｚｏｏｍ＿ＳＴ）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＋０．３（ＴＶ）
　　　　　　　　＝１．４段
より求まる。
【００９６】
　防振無しの場合、基準ガイドナンバーによる基準到達距離８ｍに対して約＋１．５段（
＋１．４段を丸めた）の補正量となり、図８から１３ｍと演算結果が求められる。
【００９７】
　また、同条件で撮影情報にレンズ焦点距離情報が無い場合には、レンズ焦点距離（ｆ）
を５０ｍｍとして一般的な同調秒時である１／６０秒をシャッタ秒時（ＴＶ）とする。こ
の時、防振機能が無いか、防振機能がＯＦＦの場合では、補正量（ｃ）は、次の（１４）
式より求まる。つまり、
　　補正量（ｃ）＝２（ゲイン）＋０（Ｉ）－０．９（Ｚｏｏｍ＿ＳＴ）＋０（ＴＶ）
　　　　　　　　＝１．１段　　　　　　　　　　　　　　　　　　　………（１４）
より求まる。
【００９８】
　防振無しの場合、基準ガイドナンバーによる基準到達距離８ｍに対して約＋１．０段（
＋１．１段を丸めた）の補正量となり、図８から１１ｍと演算結果が求められる。
【００９９】
　これらの補正量（ａ）から補正量（ｃ）までは、上記実施例１と同様に、図９に示すよ
うな左側のバー表示や右側の絶対値の距離表示として、図５のステップＳ２０４にて表示
される。
【０１００】
　また、上記ステップＳ５０１にてカメラマイコン１０１からのフラグ情報により被写体
が静物であった場合には、上述したように直ちにステップＳ５１１へ進む。この場合、被
写体振れが無いため、シャッタ秒時（ＴＶ）は長くできる。白色ＬＥＤ３０７などを光源
とするストロボ装置では、ガイドナンバーは
　　ＧＮＯ．∝　√（ｔ）
のように光源の点灯時間（ｔ）により変化する。従って、ガイドナンバーは理想的には無
限大となる。この場合のストロボの到達距離を、図１３に示す。
【０１０１】
　図１３（ａ）に示すように、バー表示では最大距離までバーを伸ばすことや、図１３（
ｂ）に示すような、絶対値の距離表示になどではスペック上の最大距離にあたる表示にし
ても良い。さらには、図１３（ｃ）に示すような、ストロボを使用した静物撮影を示す例
えば４０１に一例を示すような特定なマークを使用して到達距離の表示しても良い。
【０１０２】
　このような表示は、前述の図５のステップＳ２０４にて、ストロボマイコン３１０が表
示部３２１にて行うことになる。
【０１０３】
　本実施例２によれば、被写体が静物の場合には、シャッタ秒時（ＴＶ）を延ばせるため
、常灯光と同様に距離に制限が加わらないために到達距離としては最大限の表示が可能で
ある。
【０１０４】
　なお、静物と動体判定の一例を示したが、この判定ができればこの方式に限るものでは
ない。また、静物と判定された場合には、点灯時間が延びることから白色ＬＥＤ３０７な
どの光源の劣化などを防ぐために通電電流を下げる様にしても良い。
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【０１０５】
　以上のように、本発明の実施例１および２は、レンズユニット２００を装着したフォー
カルプレーンシャッタ式のカメラ本体１００に使用される、白色ＬＥＤ３０７を光源とす
るストロボ装置３００に関するものである。本実施例１および２のストロボ装置３００は
、従来の課題であった、撮影後に露出不足が発生する等を防止するために、以下のような
構成にしている。
【０１０６】
　カメラ本体１００から通信される撮影情報を用いてストロボ装置３００の到達距離を演
算し、表示部３２１に表示するようにしている。ここで、撮影情報とは、レンズユニット
２００の焦点距離情報や振れ許容秒時(振れ限界秒時)に関するデータの少なくとも一つを
含むものである。さらには／または、防振制御装置２０７の有無に関する情報を含むもの
であり、防振制御装置２０７の作動の有無により到達距離の表示データを変更するように
している。
【０１０７】
　また、撮影情報に、焦点距離情報や振れ許容秒時(振れ限界秒時)が無い、または、通信
機能が無い場合には、所定の情報を用いて最大距離を演算し、表示部３２１に表示するよ
うにしている。ここで、所定の情報とは、ストロボ同調秒時、または、標準的レンズの焦
点距離（例えば５０ｍｍ）等である。
【０１０８】
　また、撮影情報はライブビューなどで得られる被写体の静物か動体かの判定情報を含む
ものであり、被写体が静物の場合には、バー表示や絶対値の距離表示でスペック上の最大
距離表示を行うようにしている。ここで、最大距離表示は、バー表示や絶対値の距離表示
に限らず、特定な指標にて表示することも可能である。
【０１０９】
　上記のように、振れ許容秒時（振れ限界秒時）を設定することで、撮影前にストロボ装
置３００の到達距離を認識させることができるため、撮影後に露出不足が発生することを
防止可能となる。また、防振制御装置２０７の作動の有無で到達距離が変わるため、防振
機能の作動により撮影領域を拡大させることができる。
【０１１０】
　なお、本発明の実施例１および２では、ストロボ到達距離をストロボ装置３００で演算
する構成としたが、ストロボ装置から受信したストロボ撮影に関連する情報を用いて、カ
メラ本体１００でストロボ到達距離を演算する構成としてもよい。
【０１１１】
　また、演算したストロボ到達距離を表示するのはストロボ装置３００の表示部に限らず
、カメラ本体１００の表示部に表示させても構わない。
【０１１２】
　また、レンズユニット２００がカメラ本体１００と一体であってもよく、その場合には
レンズマイコン２０１を介して行っていたレンズユニット２００の制御をカメラマイコン
１０１で行うようにすればよい。
【０１１３】
　また、ストロボ装置３００がカメラ本体と一体であってもよく、その場合にはストロボ
マイコン３１０を介して行っていたストロボ装置３００の制御をカメラマイコン１０１で
行うようにすればよい。
【０１１４】
　また、ストロボ装置３００の光源は白色ＬＥＤに限らず、同一の電圧が供給されている
間は同一の発光量で発光し、連続して発光することができる光源であればよい。
【図面の簡単な説明】
【０１１５】
【図１】本発明の各実施例に係るカメラシステムを示す構成図である。
【図２】本発明の各実施例に係る白色ＬＥＤよりなる光源および反射傘の一例を示す図で
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【図３】本発明の実施例１に係るカメラシステムの一連の動作を示すフローチャートであ
る。
【図４】本発明の各実施例に係るシャッタ秒時等と補正量（ＥＶ）の関係を示す図である
。
【図５】本発明の各実施例に係るストロボ装置の動作を説明するフローチャートである。
【図６】本発明の実施例１に係るストロボ装置の到達距離演算を示すフローチャートであ
る。
【図７】キセノン管および白色ＬＥＤなどの光源の発光タイミングの一例を示す図である
。
【図８】本発明の各実施例に係る到達距離と補正量の関係を示す図である。
【図９】本発明の各実施例に係る到達距離の表示例を示す図である。
【図１０】本発明の実施例２に係るカメラシステムのライブビュー時の状態を示す光栄図
である。
【図１１】本発明の実施例２に係るライブビュー時の動作を示すフローチャートである。
【図１２】本発明の実施例２に係るストロボ装置の到達距離演算を示すフローチャートで
ある。
【図１３】本発明の実施例２に係る表示例を示す図である。
【符号の説明】
【０１１６】
　１００　　カメラ本体
　１０１　　カメラマイコン
　１０２　　撮像素子
　１０７　　焦点検出回路
　１１２　　入力部
　１１３　　表示部
　２００　　レンズユニット
　２０１　　レンズマイコン
　２０２　　レンズ群
　２０３　　レンズ駆動回路
　２０５　　絞り
　２０７　　防振制御装置
　３００　　ストロボ装置
　３１０　　ストロボマイコン
　３０７　　白色ＬＥＤ
　３１５　　反射傘
　３１６　　ズーム光学系
　３２０　　ストロボ入力部
　３２１　　表示部
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【図３】 【図４】
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【図７】 【図８】
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【図１１】 【図１２】
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【図１３】
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