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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
撮像用画素が配列された撮像面を備える撮像素子と、
前記撮像面に入射する光の光量を調整するシャッタユニットと、
静止画を取得する場合において、前記シャッタユニットを駆動させて前記撮像素子によ
り前記静止画を撮像し、前記シャッタユニットが開放状態である場合において、前記撮像
素子で撮像して第１のスルー画を取得し、前記シャッタユニットが半遮光状態である場合
において、前記撮像素子で撮像して、第２のスルー画を取得する撮像制御部と、
前記第１のスルー画及び前記第２のスルー画に基づいて、次に撮像する静止画の撮像補
助制御を行う撮像補助制御部と、

10

を具備する撮像装置。
【請求項２】
前記撮像補助制御部は、前記静止画の撮像が完了してから前記シャッタユニットが開放
状態になるまでの間に前記第２のスルー画に基づいて、前記撮像補助制御を行う請求項１
に記載の撮像装置。
【請求項３】
前記撮像補助制御部は、直近の前記静止画を撮像した際に前記撮像補助制御に用いたデ
ータを取得した位置である制御点が、前記第２のスルー画の前記シャッタユニットにより
遮光された被遮光領域の外である場合に、前記第２のスルー画に基づいて前記撮像補助制
御を行う請求項２に記載の撮像装置。
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【請求項４】
前記撮像補助制御部は、直近の前記静止画と前記第２のスルー画との差が予め設定され
た基準未満である場合、前記静止画を撮像した際の前記撮像補助制御の結果を用いて、次
に撮像する静止画の前記撮像補助制御を行う請求項２に記載の撮像装置。
【請求項５】
前記撮像補助制御部は、前記撮像装置の状態を認識し、認識した状態が予め設定された
特定条件に該当し、且つ直近の前記静止画を撮像した際に前記撮像補助制御に用いたデー
タを取得した位置である制御点が、前記第２のスルー画の前記シャッタユニットにより遮
光された被遮光領域の外である場合に、前記第２のスルー画に基づいて前記撮像補助制御
を行う請求項２に記載の撮像装置。
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【請求項６】
前記撮像補助制御部は、前記撮像装置の状態を認識し、認識した状態が予め設定された
特定条件に該当し、且つ直近の前記静止画と前記第２のスルー画との差が予め設定された
基準未満である場合、前記静止画を撮像した際の前記撮像補助制御の結果を用いて、次に
撮像する静止画の前記撮像補助制御を行う請求項２に記載の撮像装置。
【請求項７】
前記撮像補助制御部は、連続して静止画を撮像する連写モードが設定されている場合、
前記特定条件に該当すると判断する請求項５または６に記載の撮像装置。
【請求項８】
前記撮像補助制御部は、オートフォーカスのモードがコンティニュアスオートフォーカ
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スモードに設定されている場合、前記特定条件に該当すると判断する請求項５または６に
記載の撮像装置。
【請求項９】
前記撮像補助制御部は、予め設定されたシャッタ速度よりも速いシャッタ速度が設定さ
れている場合、前記特定条件に該当すると判断する請求項５または６に記載の撮像装置。
【請求項１０】
焦点距離を可変可能な撮像レンズをさらに具備し、
前記撮像補助制御部は、前記撮像レンズの焦点距離が予め設定された焦点距離よりも長
い場合、前記特定条件に該当すると判断する請求項５または６に記載の撮像装置。
【請求項１１】
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画面を表示する電子ビューファインダーと、
前記電子ビューファインダーの近傍に物体が存在するか否かを検出するアイセンサと、
をさらに具備し、
前記撮像補助制御部は、前記アイセンサにより前記電子ビューファインダーの近傍に物
体が存在することを検出した場合、前記特定条件に該当すると判断する請求項５または６
に記載の撮像装置。
【請求項１２】
加速度の変化を検出してパンニングを検出する加速度センサをさらに具備し、
前記撮像補助制御部は、前記加速度センサによりパンニングが行われていることを検出
した場合、前記特定条件に該当すると判断する請求項５または６に記載の撮像装置。
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【請求項１３】
撮像用画素が配列された撮像面を備える撮像素子と、前記撮像面に入射する光の光量を
調整するシャッタユニットと、を具備する撮像装置の撮像制御方法であって、
静止画を取得する場合において、前記シャッタユニットを駆動させて前記撮像素子によ
り静止画を撮像し、
前記シャッタユニットが開放状態である場合において、前記撮像素子で撮像して第１の
スルー画を取得し、
前記シャッタユニットが半遮光状態である場合において、前記撮像素子で撮像して、第
２のスルー画を取得し、
前記第１のスルー画及び前記第２のスルー画に基づいて、次に撮像する静止画の撮像補
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助制御を行う撮像制御方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、撮像装置、及び撮像制御方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
撮像装置は、一般的に、光に基づいて画像を撮像する撮像素子と、撮像素子に光を結像
させるレンズなどの光学系と、光学系を透過した光が撮像素子に入射する時間を制御する
シャッタと、撮像素子により撮像した画像を表示する表示装置と、を備える。撮像装置は
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、撮像素子により撮像した画像を表示装置に逐次表示するスルー画表示を行うことにより
、ユーザに被写体を確認させることができる。さらに、撮像装置は、撮像素子からの出力
に応じて、自動合焦（ＡＦ）処理、自動露出（ＡＥ）処理などの撮像補助制御を行う。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００９−２６０５１０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
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上記のような撮像装置は、撮像動作を実行する場合、スルー画の撮像を停止し、シャッ
タを動作させて静止画を撮像する。撮像装置は、露光が完了した場合、シャッタを開き、
スルー画の撮像を再開する。しかし、撮像装置は、露光完了後のシャッタが開ききってい
ないタイミングでは、スルー画を撮像することができない為、撮像補助制御を行うことが
できない。このように、連続して撮像動作を行う場面で撮像補助制御を開始するタイミン
グが遅れる為、利便性を損なう可能性があるという課題がある。
【０００５】
本発明は、より利便性の高い撮像装置、及び撮像制御方法を提供することを目的とする
。
【課題を解決するための手段】

30

【０００６】
一実施形態に係る撮像装置は、撮像用画素が配列された撮像面を備える撮像素子と、前
記撮像面に入射する光の光量を調整するシャッタユニットと、静止画を取得する場合にお
いて、前記シャッタユニットを駆動させて前記撮像素子により前記静止画を撮像し、前記
シャッタユニットが開放状態である場合において、前記撮像素子で撮像して第１のスルー
画を取得し、前記シャッタユニットが半遮光状態である場合において、前記撮像素子で撮
像して、第２のスルー画を取得する撮像制御部と、前記第１のスルー画及び前記第２のス
ルー画に基づいて、次に撮像する静止画の撮像補助制御を行う撮像補助制御部と、を具備
する。
【発明の効果】
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【０００７】
より利便性の高い撮像装置、及び撮像制御方法を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】図１は、一実施形態に係る撮像装置の制御系の例について説明する為の図である
。
【図２】図２は、一実施形態に係る撮像装置の外観の例について説明する為の図である。
【図３】図３は、一実施形態に係る撮像装置のシャッタユニット近傍の構成の例について
説明する為の図である。
【図４】図４は、一実施形態に係る撮像装置の動作の例について説明する為の図である。
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【図５】図５は、一実施形態に係る撮像装置の動作の例について説明する為の図である。
【図６】図６は、一実施形態に係る撮像装置の動作の例について説明する為の図である。
【図７】図７は、一実施形態に係る撮像装置の動作の例について説明する為の図である。
【図８】図８は、一実施形態に係る撮像装置の動作の例について説明する為の図である。
【図９】図９は、一実施形態に係る撮像装置の動作の例について説明する為の図である。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
以下、図を参照しながら、一実施形態に係る撮像装置、及び撮像装置の制御方法につい
て詳細に説明する。
【００１０】
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図１及び図２に示すように、撮像装置１は、レンズ１０、シャッタユニット１１、撮像
素子１２、信号処理部１３、画像処理部１４、操作部１５、表示部１６、メモリＩ／Ｆ１
７、加速度センサ１８、及び主制御部１９を備える。
【００１１】
レンズ１０は、透過した光を撮像素子１２に結像させる。レンズ１０は、複数のレンズ
が組み合わされた撮像レンズと、絞り機構と、撮像レンズ及び絞り機構の動作を制御する
レンズ制御部と、フォーカスリングと、ズームリングと、を備える。
【００１２】
撮像レンズは、被写体からの光線を、撮像素子１２の撮像面上に結像させる。撮像レン
ズは、合焦用のレンズ（フォーカスレンズ）と、焦点距離を変更する為のレンズ（バリエ
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ータレンズ及びコンペンセータレンズ）と、リレーレンズと、を備える。撮像レンズは、
レンズ制御部の制御またはフォーカスリングの操作に基づいてフォーカスレンズを撮像レ
ンズの光軸方向に移動させることによって被写体像を撮像素子１２の撮像面上に結像させ
る。また、撮像レンズは、レンズ制御部の制御またはズームリングの操作に基づいてバリ
エータレンズ及びコンペンセータレンズを撮像レンズの光軸方向に移動させることによっ
て焦点距離を変更する。
【００１３】
絞り機構は、開閉自在に構成され、撮像レンズを介して撮像素子１２に入射する光線の
量をレンズ制御部の制御に基づいて調整する。
【００１４】
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レンズ制御部は、主制御部１９と通信可能に構成される。レンズ制御部は、主制御部１
９からの入力、フォーカスリングの操作、及びズームリングの操作に従って、フォーカス
レンズの駆動、バリエータレンズ及びコンペンセータレンズの駆動、及び絞り機構の駆動
をそれぞれ制御する。また、レンズ制御部は、バリエータレンズ及びコンペンセータレン
ズの位置を検出することにより撮像レンズの焦点距離を検出することができる。レンズ制
御部は、検出した撮像レンズの焦点距離を主制御部１９に入力する。
【００１５】
シャッタユニット１１は、レンズ１０を透過して撮像素子１２に入射する光の光量を調
整する機構である。シャッタユニット１１は、例えばフォーカルプレーンシャッタである
。シャッタユニット１１は、図３に示すようにレンズ１０と撮像素子１２との間に設けら
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れ、レンズ１０を透過した光を撮像素子１２の撮像面に入射させる開放状態と、レンズ１
０を透過した光から撮像素子１２の撮像面を遮光する遮光状態と、を作る。シャッタユニ
ット１１は、先幕２１と、後幕２２と、先幕２１及び後幕２２を駆動するシャッタ駆動装
置２３を備える。シャッタ駆動装置２３は、主制御部１９から入力されたシャッタ速度に
基づく速度及びタイミングで先幕２１及び後幕２２を動作させてレンズ１０を透過した光
が撮像素子１２の撮像面に入射する露光時間を調整することにより、撮像素子１２に入射
する光の光量を調整する。
【００１６】
シャッタユニット１１は、撮像装置１が静止画を記録する撮像動作を実行可能な状態で
ある撮像待機状態では、先幕２１及び後幕２２が完全に開いた状態である開放状態を維持
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する。先幕２１は、シャッタユニット１１の下部に設けられ、後幕２２は、シャッタユニ
ット１１の上部に設けられている。シャッタユニット１１は、撮像動作を実行する場合、
初めに先幕２１を下から上に閉じる動作を開始する。先幕２１を閉じる動作を開始してか
ら先幕２１が完全に閉まるまでの間、シャッタユニット１１は、撮像素子１２の一部が先
幕２１により遮光された半遮光状態を作る。先幕２１が完全に閉じると、シャッタユニッ
ト１１は、先幕２１を上から下に開く動作を開始すると共に、後幕２２を上から下に閉じ
る動作を開始する。この場合、上から下に開く先幕２１と上から下に閉じる後幕２２との
間に形成されるスリットを通った光が撮像素子１２に入射する。先幕２１が完全に開き、
且つ後幕２２が完全に閉まると、シャッタユニット１１は、後幕２２を下から上に開く動
作を開始する。後幕２２を開く動作を開始してから後幕２２が完全に開くまでの間、シャ
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ッタユニット１１は、撮像素子１２の一部が後幕２２により遮光された半遮光状態を作る
。後幕２２が完全に開くと、先幕２１及び後幕２２が再び開放状態になり、撮像装置１が
撮像待機状態になる。シャッタユニット１１は、例えば先幕２１及び後幕２２の開閉状態
を検出するセンサを備える。シャッタユニット１１は、このセンサによって先幕２１及び
後幕２２の開閉状態を検出することにより、シャッタユニット１１が開放状態であるか半
遮光状態であるかを検出することができる。シャッタユニット１１は、例えばフォトカプ
ラなどの光センサ、または磁気センサなどを先幕２１及び後幕２２の開閉状態を検出する
センサとして備える。
【００１７】
撮像素子１２は、レンズ１０の後部、即ち撮像装置１の筐体の内部側に設けられる。撮
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像素子１２は、光を光電変換し電荷を蓄える撮像用画素が複数配列されて構成された撮像
面を備える。各撮像用画素の光が入射する面には、カラーフィルタが設けられている。撮
像素子１２は、例えば、Charge Coupled Devices（ＣＣＤ）イメージセンサ、Complement
ary Metal Oxide Semiconductor（ＣＭＯＳ）イメージセンサ、または他の撮像素子によ
り構成される。撮像素子１２は、レンズ１０を介して集光されて撮像面に結像された被写
体像を光量に応じた電気信号に変換することにより、画像信号を生成する。さらに、撮像
素子１２には、撮像面上に複数のＡＦエリアが構成されている。ＡＦエリアには、複数の
撮像用画素と、複数の第１の合焦用画素と、複数の第２の合焦用画素とが配列されている
。第１の合焦用画素と、第２の合焦用画素とは、入射領域が異なる位置で制限されている
。第１の合焦用画素及び第２の合焦用画素は、撮像用画素と同様に入射した光を光電変換
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し電荷を蓄える。撮像素子１２の撮像面は、例えば複数の撮像用画素が二次元状に配列さ
れて構成される。なお、二次元状と記載しているが、これは必ずしも、深さ方向に感度を
持つ撮像素子やランダム画素配置の撮像素子を除いた概念ではなく、すくなくとも平面上
に並んだ画素を有するものであれば、これらを含むものである。また、近年、収差対策に
撮像面を湾曲させた湾曲型のセンサも発表されているが、これも二次元的な配列部分は含
まれているので、広義には二次元と言えるものとして記載した。
【００１８】
信号処理部１３は、撮像素子１２によって撮像された画像信号を主制御部１９の制御に
基づいて読み出す。信号処理部１３は、読み出した画像信号に対して主制御部１９の制御
に基づいて種々の信号処理を施す。信号処理部１３は、信号処理を施した画像信号をディ

40

ジタル信号の画像データに変換し、主制御部１９に入力する。
【００１９】
画像データは、静止画と、スルー画と、を含む。静止画は、上記の撮像動作によって撮
像素子１２により撮像された画像データを示す。また、スルー画は、撮像動作が行われて
いない場合に撮像素子１２により連続的に撮像された画像データを示す。例えば、信号処
理部１３は、撮像素子１２により撮像されたスルー画を主制御部１９の制御に基づく周期
で読み出すことにより、連続したスルー画を取得することができる。
【００２０】
スルー画は、第１のスルー画と第２のスルー画とを含む。信号処理部１３は、シャッタ
ユニット１１が開放状態である場合、レンズ１０を透過した光がシャッタユニット１１に
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よって遮られていない第１のスルー画を取得する。また、信号処理部１３は、シャッタユ
ニット１１が半遮光状態である場合、レンズ１０を透過した光の一部がシャッタユニット
１１の後幕２２によって遮られた被遮光領域を含む第２のスルー画を取得する。
【００２１】
画像処理部１４は、主制御部１９の制御に基づいて画像データに対して色補正、ガンマ
(γ)補正、コントラスト補正、白黒・カラーモード処理、及びスルー画処理などの各種の
画像処理を行う。また、画像処理部１４は、主制御部１９の制御に基づいて画像データを
Ｊｐｅｇ方式で圧縮してＪｐｅｇ方式の画像データであるＪｐｅｇデータに変換する。画
像処理部１４は、Ｊｐｅｇデータを主制御部１９に入力する。
【００２２】

10

操作部１５は、ユーザが撮像装置１の各種の操作を行うための複数の操作部材を備える
。操作部材は、例えば、レリーズボタン１５ａ、電源ボタン１５ｂ、録画ボタン１５ｃ、
十字ボタン１５ｄ、ＯＫボタン１５ｅ、再生ボタン１５ｆ、削除ボタン１５ｇ、メニュー
ボタン１５ｈ、第１の操作ダイアル１５ｉ、第２の操作ダイアル１５ｊ、及び他の種々の
ボタン等を含む。
【００２３】
レリーズボタン１５ａは、ユーザが撮像装置１に対して静止画を撮像する為の撮像動作
及び撮像補助制御を指示するための操作部材である。操作部１５は、レリーズボタン１５
ａが半押しされた場合に自動露出（ＡＥ）処理及び自動合焦（ＡＦ）処理などの撮像補助
制御の指示を主制御部１９に対して与える。また、操作部１５は、レリーズボタン１５ａ
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が全押しされた場合に静止画を撮像する撮像動作の指示を主制御部１９に対して与える。
【００２４】
電源ボタン１５ｂは、ユーザが撮像装置１に対して電源のオン又はオフを指示するため
の操作部材である。
【００２５】
録画ボタン１５ｃは、ユーザが撮像装置１に対して動画の撮影の開始及び終了を指示す
るための操作部材である。
【００２６】
十字ボタン１５ｄは、ユーザが撮像装置１に対して上下左右の選択動作を指示するため
の操作部材である。例えば、操作部１５は、ユーザによる十字ボタン１５ｄの操作に応じ
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てメニュー内での上下左右の選択動作の指示を主制御部１９に対して与える。また、例え
ば、操作部１５は、ユーザによる十字ボタン１５ｄの操作に応じて撮像面上の自動合焦を
行う領域（ＡＦエリア）の移動の指示を主制御部１９に対して与える。
【００２７】
ＯＫボタン１５Ｅは、ユーザが撮像装置１に対して決定動作を指示するための操作部材
である。ＯＫボタン１５Ｅは、例えば十字ボタン１５ｄの中央に配置される。
【００２８】
再生ボタン１５ｆは、ユーザが撮像装置１に対して再生動作を指示するための操作部材
である。操作部１５は、ユーザにより再生ボタン１５ｆが操作された場合に記録媒体に記
録されている静止画及び動画を再生する指示を主制御部１９に対して与える。
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【００２９】
削除ボタン１５ｇは、ユーザが撮像装置１に対して消去動作を指示するための操作部材
である。操作部１５は、ユーザにより削除ボタン１５ｇが操作された場合に記録媒体に記
録されている静止画及び動画を消去する指示を主制御部１９に対して与える。
【００３０】
メニューボタン１５ｈは、ユーザが撮像装置１に対してメニュー画面の表示を指示する
ための操作部材である。
【００３１】
第１の操作ダイアル１５ｉ及び第２の操作ダイアル１５ｊは、それぞれユーザが撮像装
置１に対して露出制御を指示するための操作部材である。例えば、操作部１５は、ユーザ
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により第１の操作ダイアル１５ｉまたは第２の操作ダイアル１５ｊが操作された場合に絞
り値、シャッタ速度、ＩＳＯ、または露出値などの露出制御に用いられるパラメータを変
更する指示を主制御部１９に対して与える。
【００３２】
また、操作部１５は、表示部１６の表示装置と一体に形成されたタッチセンサを備える
構成であってもよい。タッチセンサは、例えば抵抗膜式タッチセンサ、または静電容量式
タッチセンサである。操作部１５は、上記の操作部材による動作をタッチセンサに対する
入力によって実行する構成であってもよい。
【００３３】
表示部１６は、主制御部１９から入力された画像データに基づいて画面を表示する。表
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示部１６は、表示装置と、画像データに基づいて画面を表示装置に表示させる駆動回路と
、を備える。表示部１６は、例えば表示パネル３１表示パネル３１、及び電子ビューファ
インダー（ＥＶＦ）３２を表示装置として備える。また、表示部１６は、ＥＶＦ３２をユ
ーザが覗いているか否かを検出するアイセンサ３３を備える。表示パネル３１は、例えば
液晶ディスプレイ、有機ＥＬディスプレイ、または他の画面を表示する為の装置により構
成される。ＥＶＦ３２は、例えば、液晶ディスプレイまたは有機ＥＬディスプレイなどの
表示装置と、接眼光学系と、を備える。
【００３４】
表示部１６は、アイセンサ３３によりユーザがＥＶＦ３２を覗いていることが検出され
た場合、表示パネル３１の表示をオフにし、ＥＶＦ３２により表示を行わせる。また、表
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示部１６は、アイセンサ３３によりユーザがＥＶＦ３２を覗いていることが検出されなか
った場合、ＥＶＦ３２の表示をオフにし、表示パネル３１により表示を行わせる。
【００３５】
メモリＩ／Ｆ１７は、複数の接触端子を備える記録媒体Ｍを挿入可能なカードスロット
と、記録媒体Ｍがカードスロットに挿入された場合に記録媒体Ｍの接触端子と電気的に接
続される接触端子と、を備える。記録媒体Ｍは、例えばメモリカードである。メモリＩ／
Ｆ１７は、メモリＩ／Ｆ１７は、記録媒体Ｍと主制御部１９との間でのデータの入出力を
中継する。
【００３６】
加速度センサ１８は、撮像装置１の筐体の加速度の変化を検出することにより、撮像装
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置１の筐体の傾きを検出する。また、加速度センサ１８は、撮像装置１の筐体の加速度の
変化を検出することにより、撮像装置１のレンズ１０及び筐体が左右に振られるパン（パ
ンニング）が行われているか否か検出する。即ち、加速度センサ１８は、ユーザがパンニ
ングで被写体を追っていることを検出する。
【００３７】
主制御部１９は、撮像装置１の各部の動作を制御する。主制御部１９は、例えばＣＰＵ
とメモリとを備える。主制御部１９は、例えばＣＰＵがメモリに記憶されているプログラ
ムを読み出して実行することによって種々の機能を実現する。例えば、主制御部１９は、
操作判定部４１、撮像制御部４２、記録制御部４３、及び表示制御部４４として機能する
40

。
【００３８】
操作判定部４１は、操作部１５により入力された操作の判定を行う。即ち、操作判定部
４１は、操作部１５によりどのような操作が指示されたかを認識する。
【００３９】
撮像制御部４２は、撮像動作を指示する操作が入力された場合、各部を制御して撮像動
作を実行する。例えば、撮像制御部４２は、撮像動作を指示する操作が入力された場合、
レンズ１０に制御信号を入力して絞り機構を駆動させ、シャッタユニット１１に制御信号
を入力して先幕２１及び後幕２２を駆動させることによって、静止画を撮像する撮像動作
を実行する。
【００４０】
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また、撮像制御部４２は、撮像動作を実行する前に撮像補助制御を実行する。撮像補助
制御は、例えば、ＡＦ処理及びＡＥ処理などの処理である。撮像制御部４２は、撮像素子
１２により撮像されたスルー画に基づいて撮像補助制御を行う。撮像制御部４２は、撮像
補助制御の結果を用いて撮像動作を行う。なお、撮像動作中に撮像素子１２によるスルー
画の撮像ができない為、撮像制御部４２は、撮像動作中に撮像補助制御を停止させる。
【００４１】
また、撮像制御部４２は、撮影動作を連続して実行することができる。例えば、撮像制
御部４２は、撮像動作を連続して実行する指示する操作が入力された場合、レンズ１０に
制御信号を入力して絞り機構を駆動させつつ、シャッタユニット１１を連続して動作させ
ることによって、静止画を連続して撮像する連写撮像動作を実行する。例えば、撮像制御
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部４２は、操作部１５の操作に基づいて、連写撮像動作を行うモード（連写モード）と連
写撮像動作を行わないモードとを切り替える。
【００４２】
また、撮像制御部４２は、撮像素子１２によるスルー画の撮像を制御する。例えば、撮
像制御部４２は、撮像素子１２により撮像されたスルー画を予め設定された周期で読み出
すように信号処理部１３を制御する。撮像制御部４２は、シャッタユニット１１が開放状
態であるタイミングで第１のスルー画を取得するように信号処理部を制御する。また、撮
像制御部４２は、シャッタユニット１１が半遮光状態であるタイミングで第２のスルー画
を取得するように信号処理部を制御する。
【００４３】

20

撮像制御部４２は、例えば、ＡＦ制御部５１、露出制御部５２、画角制御部５３、ホワ
イトバランス（ＷＢ）制御部５４、シーン判定部５５、及びフレーム間ノイズリダクショ
ン（ＮＲ）処理部５６を備える。
【００４４】
ＡＦ制御部５１は、ＡＦ処理を制御する。例えば、ＡＦ制御部５１は、撮像素子１２か
ら出力される画像データに基づいてレンズ１０のフォーカスレンズを駆動する為の制御信
号を生成し、生成した制御信号をレンズ制御部に入力する。具体的には、ＡＦ制御部５１
は、撮像素子１２の撮像面上の任意のＡＦエリアで得られた画像データに基づいてコント
ラストＡＦ処理、位相差ＡＦ処理、または他のＡＦ処理を行うことによりレンズ１０のフ
ォーカスレンズを駆動する為の制御信号を生成する。例えば、ＡＦ制御部５１は、レリー
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ズボタン１５ａが半押しされた場合にＡＦを一度行うシングルオートフォーカスモード（
ＡＦ−Ｓ）、レリーズボタン１５ａが半押しされている間継続してＡＦを行うコンティニ
ュアスオートフォーカスモード（ＡＦ−Ｃ）、または他のオートフォーカスモードを備え
る。
【００４５】
コントラストＡＦ処理を行う場合、ＡＦ制御部５１は、撮像素子１２から出力される画
像データに基づいて撮像素子１２の撮像面上の任意のＡＦエリアに結像された被写体像の
コントラスト（明暗差）を算出するとともにフォーカスレンズを移動させる為の制御信号
をレンズ１０のレンズ制御部に入力する。ＡＦ制御部５１は、明暗差が最大になる位置で
フォーカスレンズの移動を停止させるようにレンズ１０のレンズ制御部を制御する。
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【００４６】
位相差ＡＦ処理を行う場合、ＡＦ制御部５１は、撮像素子１２の撮像面上の任意のＡＦ
エリアに配置された複数の第１の合焦用画素により検出された画像データと、複数の第２
の合焦用画素により検出された画像データと、で同じ被写体像の位置を比較して像間隔を
検出する。ＡＦ制御部５１は、検出した像間隔に基づいて、現在のフォーカスレンズの位
置と合焦位置とのズレ量を算出する。ＡＦ制御部５１は、算出したズレ量に基づいて制御
信号を生成し、生成した制御信号をレンズ１０のレンズ制御部に入力することにより、フ
ォーカスレンズを合焦位置に移動させるようにレンズ１０のレンズ制御部を制御する。
【００４７】
露出制御部５２は、露出条件を制御する。例えば、露出制御部５２は、撮影時のレンズ
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１０の絞り機構の開口量（絞り値）、シャッタユニット１１の開放時間（シャッタ速度）
、及び撮像素子１２の感度（ＩＳＯ感度）等の露出条件を制御する。例えば、露出制御部
５２は、操作部１５の操作に基づいて絞り値、シャッタ速度、及びＩＳＯ感度等の露出条
件を設定する。
【００４８】
また、露出制御部５２は、撮像素子１２から出力される画像データに基づいて露出制御
のための演算処理を行なう。露出制御部５２は、例えば、撮像素子１２から出力される画
像データに基づいて被写体輝度を算出する。露出制御部５２は、操作部１５の操作によっ
て露出値を設定し、被写体輝度が設定された露出値になるように、撮影時の絞り値、シャ
ッタ速度、及びＩＳＯ感度等の露出条件を設定するＡＥ処理を行う。例えば、露出制御部
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５２は、撮像素子１２から出力される画像データのうちの一部の領域（ＡＥエリア）に基
づいて被写体輝度を算出し、ＡＥ処理を行う。また、例えば、露出制御部５２は、複数の
ＡＥエリア毎に被写体輝度を算出し、複数の被写体輝度を統合してＡＥ処理を行う構成で
あってもよい。
【００４９】
画角制御部５３は、レンズ１０のレンズ制御部からの入力に基づいて、撮像レンズの焦
点距離を認識し、認識した焦点距離に応じた制御を行う。また、画角制御部５３は、操作
部１５の操作に基づいてレンズ１０の撮像レンズの焦点距離を変更する為の制御信号を生
成し、生成した制御信号をレンズ１０のレンズ制御部に入力する。
【００５０】
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ＷＢ制御部５４は、撮像素子１２から出力される画像データに基づいてホワイトバラン
スを制御するための演算処理を行う。ＷＢ制御部５４は、演算処理の結果を用いて撮像素
子１２のＲＧＢの各画素のゲインを制御する。
【００５１】
シーン判定部５５は、撮像素子１２から出力される画像データに基づいてシーンを判定
する。シーンは、例えば風景、人物、スポーツ、夜景などである。例えば、シーン判定部
５５は、判定したシーンを示す情報を露出制御部５２に入力することによって、シーンに
対応した露出制御を露出制御部５２に行わせることができる。
【００５２】
フレーム間ＮＲ処理部５６は、撮像素子１２から出力される複数フレームの画像データ
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を用いて既知のアルゴリズムを使用して画像データのノイズを低減させるノイズリダクシ
ョンを行う。例えば、フレーム間ＮＲ処理部５６は、前のフレームの画像データと、今回
のフレームの画像データとで対応する座標の画素値の差が予め設定された値以下になるよ
うに複数フレーム間に亘って平滑化を行う。
【００５３】
記録制御部４３は、静止画及び動画を一時的に記録する中間バッファを備える。記録制
御部４３は、撮像動作によって取得した静止画、及び動画等を中間バッファに逐次記録す
る。記録制御部４３は、中間バッファに記録されている静止画及び動画等をファイル化し
、メモリＩ／Ｆ１７に装着されている記録媒体Ｍに書き込む。静止画ファイルは、静止画
の画像データに所定のヘッダが付与されたファイルである。ヘッダには、例えば、露出条
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件を示すデータ等がタグデータとして記録される。
【００５４】
表示制御部４４は、表示部１６による表示処理を制御する。例えば、表示制御部４４は
、表示部１６に画像データを入力することにより表示部１６の表示装置に表示させる画面
を制御する。例えば、表示制御部４４は、撮像動作によって撮像素子１２により生成され
た静止画を表示部１６に入力することにより、表示部１６に静止画の表示を行わせる。ま
た、表示制御部４４は、撮像制御部４２により読み出したスルー画を表示部１６に入力す
ることにより、表示部１６にスルー画表示を行わせる。
【００５５】
さらに、表示制御部４４は、各種の設定情報及び撮像装置１の状態などに基づいて種々
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のアイコン及び文字などの表示を含むオンスクリーンディスプレイ（ＯＳＤ）表示を表示
部１６に表示させるためのＯＳＤデータを生成する。例えば、表示制御部４４は、撮像装
置１の撮影モード、各種の設定情報、バッテリー残量、撮影可能枚数及び撮影可能時間、
並びにＡＦエリアなどを表示部１６の表示装置に表示させるためのＯＳＤデータを生成す
る。表示制御部４４は、ＯＳＤデータに基づくＯＳＤ表示を重畳させた画像データを表示
部１６に入力する。
【００５６】
表示制御部４４は、例えば、被遮光領域判定部６１、及び画像判定部６４を備える。
【００５７】
被遮光領域判定部６１は、撮像素子１２によりスルー画が撮像された際のシャッタユニ
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ット１１の動作の状態に応じてスルー画が第１のスルー画であるか第２のスルー画である
かを判定する。例えば、被遮光領域判定部６１は、撮像素子１２によりスルー画が撮像さ
れた際にシャッタユニット１１の後幕２２が開く動作の途中である場合、スルー画が第２
のスルー画であると判定する。
【００５８】
さらに、被遮光領域判定部６１は、第２のスルー画の中の被遮光領域を特定する。例え
ば、被遮光領域判定部６１は、第２のスルー画が撮像された際のシャッタユニット１１の
後幕２２の位置に基づいて第２のスルー画の中の被遮光領域を特定する。また、例えば、
被遮光領域判定部６１は、第２のスルー画の中の予め設定された値より暗い領域を被遮光
領域として特定する。
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【００５９】
画像判定部６４は、撮像装置１の状態が特定条件に該当する特定条件時に第２のスルー
画に基づく撮像補助制御を実行することが可能か否か判定する。例えば、画像判定部６４
は、撮像素子１２により撮像された第２のスルー画と、直近の静止画とを比較し、比較の
結果直近の静止画と第２のスルー画との差が予め設定された基準値より少ない場合、撮像
制御部４２による撮像補助制御を実行することが可能であると判定する。例えば、画像判
定部６４は、第２のスルー画と、直近の静止画との差が予め設定された基準値より少ない
場合、直近の静止画撮像時の撮像動作に用いた撮像補助制御の結果を用いることができる
旨の情報を撮像制御部４２に入力することによって、撮像制御部４２に新たに撮像補助制
御を行わせる必要が無くなる。例えば、画像判定部６４は、直近の撮像動作に用いられた
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ＡＦ処理及びＡＥ処理の結果を用いることができる旨の情報を撮像制御部４２に入力する
ことによって、撮像制御部４２に新たにＡＦ処理及びＡＥ処理を行わせることなく次の撮
像動作を実行させることができる。
【００６０】
例えば、画像判定部６４は、直近の静止画と、被遮光領域を除いた第２のスルー画との
類似度を算出し、算出した類似度が予め設定された値以上である場合、静止画と第２のス
ルー画との差が基準値未満であると判断する。また、画像判定部６４は、直近の静止画と
、被遮光領域を除いた第２のスルー画とで共通した被写体像を検出することができた場合
、静止画と第２のスルー画との差が基準値未満であると判断する。具体的には、画像判定
部６４は、直近の静止画から被写体像を抽出し、抽出した被写体像を第２のスルー画の中
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から探すパターンマッチングなどを行うことにより、直近の静止画と、被遮光領域を除い
た第２のスルー画とで共通した被写体像を検出する。
【００６１】
画像判定部６４は、直近の静止画と第２のスルー画との差が予め設定された基準値以上
であると判断した場合、直近の静止画を撮像した際の制御点と第２のスルー画の被遮光領
域とに基づいて、撮像制御部４２が第２のスルー画に基づく撮像補助制御を実行すること
が可能か否か判定する。例えば、画像判定部６４は、直近の静止画を撮像した際の制御点
が第２のスルー画の被遮光領域外である場合に、撮像制御部４２が第２のスルー画に基づ
く撮像補助制御を実行することが可能であると判定する。画像判定部６４は、撮像補助制
御が可能であることを示す情報を撮像制御部４２に入力することによって、撮像制御部４
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２に撮像補助制御を開始させることができる。
【００６２】
図４の左の画像は、静止画７１の例を示す。また、図４の右の画像は、被遮光領域７２
を含む第２のスルー画７３の例を示す。例えば、画像判定部６４は、静止画７１を撮像し
た際の制御点であるＡＦエリア８０、及びＡＥエリア８１に相当する領域を認識する。
【００６３】
例えば、画像判定部６４は、直近の静止画７１を撮像した際のＡＦエリア８０が第２の
スルー画７３の中の被遮光領域７２に含まれているか否か判定する。ＡＦエリア８０が被
遮光領域７２に含まれていない場合、画像判定部６４は、撮像制御部４２のＡＦ制御部５
１によるＡＦ処理が可能であると判定する。画像判定部６４は、ＡＦ処理が可能であるこ
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とを示す情報をＡＦ制御部５１に入力することによって、ＡＦ制御部５１にＡＦ処理を開
始させることができる。
【００６４】
また、画像判定部６４は、直近の静止画７１を撮像した際のＡＥエリア８１が第２のス
ルー画７３の中の被遮光領域７２に含まれているか否か判定する。ＡＥエリア８１が被遮
光領域７２に含まれていない場合、画像判定部６４は、撮像制御部４２の露出制御部５２
によるＡＥ処理が可能であると判定する。画像判定部６４は、ＡＥ処理が可能であること
を示す情報を露出制御部５２に入力することによって、露出制御部５２にＡＥ処理を開始
させることができる。
【００６５】
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図５及び図６は、上からスルー画の撮像、撮像動作、シャッタユニット１１の先幕２１
の動作、シャッタユニット１１の後幕２２の動作、スルー画の表示、及び撮像補助制御の
タイミングを示すタイミングチャートである。図５は、撮像装置１の状態が特定条件に該
当しない通常時の例を示す。図６は、撮像装置１の状態が特定条件に該当する特定条件時
の例を示す。
【００６６】
撮像装置１の状態が特定条件に該当しない通常時である場合、画像判定部６４は、撮像
動作完了後からシャッタユニット１１が開放状態になるまでの間、撮像補助制御を開始す
ることが可能か否かの判定を行わない。この為、図５に示すように、撮像動作中及び撮像
動作完了後からシャッタユニット１１が開放状態になるまでの間、撮像補助制御が行われ

30

ない。
【００６７】
撮像装置１の状態が特定条件に該当する特定条件時である場合、画像判定部６４は、撮
像動作完了後からシャッタユニット１１が開放状態になるまでの間、直近の静止画７１第
２のスルー画７３に基づいて撮像補助制御を開始することが可能か否かの判定を行う。図
６に示すように、撮像補助制御を開始することが可能であると画像判定部６４により判定
された場合、撮像制御部４２は、撮像動作完了後、第２のスルー画７３が入力されると撮
像補助制御が行うことができる。なお、ここでは、スルー画を再開する時のタイミングを
強調するために、後幕の閉から開までの過程を強調した作図としたが、もちろん、先幕が
開いた状態から閉じた状態になる過程でも、だんだん見えなくなるという同様の現象が起
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こりうる。図５、図６では、先幕開から閉の傾きを立ててあるが、これはもっと緩やかな
勾配になりうる。このような状態で半開き現象が見えるように表示制御すれば追従性がよ
くなる点は、本実施例で記載した内容とほとんど同じなので、説明の煩雑さを避けてあえ
て詳細な図示、説明をしていない。
【００６８】
特定条件は、より早くユーザにスルー画を確認させる必要がある場面を示す。例えば、
特定条件は、連写モード時、ＥＶＦ３２をユーザが覗いている、パンニングで被写体を追
っている、オートフォーカスのモードがＡＦ−Ｃである、シャッタ速度が予め設定された
シャッタ速度よりも速い、及びレンズ１０の撮像レンズの焦点距離が予め設定された焦点
距離よりも長いなどの条件を含む。画像判定部６４は、撮像制御部４２の設定状況、アイ
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センサ３３の出力、及び加速度センサ１８の出力などに基づいて撮像装置１の状態を認識
し、認識した撮像装置１の状態が上記のような特定条件のいずれかに該当する場合、特定
条件時であると判断する。
【００６９】
次に図７乃至図８を用いて一実施形態に係る撮像装置１の動作について詳細に説明する
。
【００７０】
撮像装置１が撮像待機状態である場合、主制御部１９は、撮像素子１２により第１のス
ルー画を撮像する（ステップＳ１１）。主制御部１９は、表示部１６に第１のスルー画を
入力することにより、表示部１６の表示装置に第１のスルー画を表示させる（ステップＳ
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１２）。
【００７１】
主制御部１９は、操作部１５のレリーズボタン１５ａが半押しされた否か判断する（ス
テップＳ１３）。即ち、主制御部１９は、ＡＥ処理及びＡＦ処理などの撮像補助制御を指
示する操作が操作部１５により入力されたか否か判断する。操作部１５のレリーズボタン
１５ａが半押しされたと判断した場合（ステップＳ１３、ＹＥＳ）、主制御部１９は、Ａ
Ｅ処理及びＡＦ処理などの撮像補助制御を実行する（ステップＳ１４）。
【００７２】
主制御部１９は、操作部１５のレリーズボタン１５ａが全押しされた否か判断する（ス
テップＳ１５）。即ち、主制御部１９は、撮像動作を指示する操作が操作部１５により入
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力されたか否か判断する。操作部１５のレリーズボタン１５ａが全半押しされたと判断し
た場合（ステップＳ１５、ＹＥＳ）、主制御部１９は、スルー画表示を停止させ、撮像動
作を実行する（ステップＳ１６）。この場合、主制御部１９は、シャッタユニット１１を
動作させ、撮像素子１２により静止画７１を撮像し、静止画７１をファイル化して記録媒
体Ｍに記録する。
【００７３】
主制御部１９は、撮像装置１の状態が上記のような特定条件に該当するか否か判断する
（ステップＳ１７）。主制御部１９は、撮像装置１の状態が特定条件に該当しないと判断
した場合（ステップＳ１７、ＮＯ）、撮像動作後に後幕２２が完全に開くことによりシャ
ッタユニット１１が開放されたか否か判断する（ステップＳ１８）。即ち、主制御部１９
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は、撮像動作後にシャッタユニット１１が開放状態になったか否か判断する。主制御部１
９は、シャッタユニット１１が開放されるまでステップＳ１８の処理を実行する。
【００７４】
主制御部１９は、ステップＳ１８でシャッタユニット１１が開放されたと判断した場合
（ステップＳ１８、ＹＥＳ）、処理を終了するか否か判断する（ステップＳ１９）。即ち
、主制御部１９は、例えば、操作部１５の電源ボタン１５ｂなどが操作され、処理を終了
する指示が操作部１５により入力されたか否か判断する。処理を終了すると判断した場合
（ステップＳ１９、ＹＥＳ）、主制御部１９は、電源をＯＦＦし処理を終了する。また、
処理を終了しないと判断した場合（ステップＳ１９、ＮＯ）、主制御部１９は、ステップ
Ｓ１１の処理に戻る。
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【００７５】
また、主制御部１９は、ステップＳ１３で操作部１５のレリーズボタン１５ａが半押し
されていないと判断した場合（ステップＳ１３、ＮＯ）、またはステップＳ１５で操作部
１５のレリーズボタン１５ａが全半押しされていないと判断した場合（ステップＳ１５、
ＮＯ）、ステップＳ１９の処理に移る。
【００７６】
上記したように、主制御部１９は、撮像装置１の状態が特定条件に該当しない場合、撮
像動作後にシャッタユニット１１が開放されるまでの間、第１のスルー画の表示を停止さ
せる。
【００７７】
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主制御部１９は、ステップＳ１７で撮像装置１の状態が特定条件に該当すると判断した
場合（ステップＳ１７、ＹＥＳ）、撮像動作後にシャッタユニット１１が開放されたか否
か判断する（ステップＳ２１）。撮像動作後にシャッタユニット１１が開放されたと判断
した場合（ステップＳ２１、ＹＥＳ）、主制御部１９は、ステップＳ１９の処理に移る。
【００７８】
撮像動作後にシャッタユニット１１が開放されていないと判断した場合（ステップＳ２
１、ＮＯ）、主制御部１９は、第２のスルー画７３を撮像素子１２により撮像する（ステ
ップＳ２２）。主制御部１９は、第２のスルー画７３とステップＳ１６の撮像動作によっ
て撮像した静止画７１とを比較する（ステップＳ２３）。
【００７９】
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主制御部１９は、静止画７１と第２のスルー画７３との差が予め設定された基準未満で
あるか否か判定する（ステップＳ２４）。
【００８０】
静止画７１と第２のスルー画７３との差が予め設定された基準未満ではないと判定した
場合（ステップＳ２４、ＮＯ）、主制御部１９は、第２のスルー画７３のＡＦエリア８０
が被遮光領域７２外であるか否か判定する（ステップＳ２５）。第２のスルー画７３のＡ
Ｆエリア８０が被遮光領域７２外であると判定した場合（ステップＳ２５、ＹＥＳ）、主
制御部１９は、ＡＦ処理を開始する（ステップＳ２６）。また、第２のスルー画７３のＡ
Ｆエリア８０が被遮光領域７２内であると判定した場合（ステップＳ２５、ＮＯ）、主制
御部１９は、ステップＳ２７の処理に移る。
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【００８１】
主制御部１９は、第２のスルー画７３のＡＥエリア８１が被遮光領域７２外であるか否
か判定する（ステップＳ２７）。第２のスルー画７３のＡＥエリア８１が被遮光領域７２
外であると判定した場合（ステップＳ２７、ＹＥＳ）、主制御部１９は、ＡＥ処理を開始
し（ステップＳ２８）、ステップＳ２１の処理に移る。また、第２のスルー画７３のＡＦ
エリア８１が被遮光領域７２内であると判定した場合（ステップＳ２７、ＮＯ）、主制御
部１９は、ステップＳ２１の処理に移る。
【００８２】
また、ステップＳ２４で静止画７１と第２のスルー画７３との差が予め設定された基準
未満であると判定した場合（ステップＳ２４、ＹＥＳ）、主制御部１９は、ステップＳ１

30

４で行ったＡＦ処理及びＡＥ処理の結果を用いて、ＡＦ処理及びＡＥ処理を行う（ステッ
プＳ２９）。
【００８３】
主制御部１９は、撮像動作後にシャッタユニット１１が開放されるまでの間、ステップ
Ｓ２２乃至ステップＳ２９の処理を実行する。
【００８４】
上記した構成によると、主制御部１９は、撮像動作が完了してからシャッタユニット１
１が開放されるまでの間、撮像素子１２により撮像された被遮光領域７２を含む第２のス
ルー画７３を用いて撮像補助制御を実行することができる。また、主制御部１９は、静止
画７１と第２のスルー画７３との差が基準未満である場合、前回の撮像補助制御の結果を
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用いて次の撮像動作を行うことができる。また、主制御部１９は、静止画７１と第２のス
ルー画７３との差が基準未満である場合であっても、前回の撮像補助制御の制御点が第２
のスルー画７３の被遮光領域７２外である場合に第２のスルー画７３に基づいて撮像補助
制御を実行することができる。
【００８５】
これにより、連続して撮像動作を行う場面であっても、撮像補助制御を開始するタイミ
ングを早めることができる。この為、撮像補助制御が追い付かずにユーザが撮像のタイミ
ングを逃すことを防止することができる。この結果、より利便性の高い撮像装置、及び撮
像装置の制御方法を提供することができる。
【００８６】
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なお、図８のようにステップＳ２５及びステップＳ２６で、主制御部１９は、ＡＦエリ
ア８０が第２のスルー画７３の被遮光領域７２外である場合にＡＦ処理を開始する構成で
あると説明したが、この構成に限定されない。図８のようにステップＳ２５及びステップ
Ｓ２６は、図９に示すステップＳ３１乃至ステップＳ３６により置き換えられてもよい。
【００８７】
図９の例によると、主制御部１９は、図８のステップＳ２４でステップ静止画７１と第
２のスルー画７３との差が予め設定された基準未満ではないと判定した場合（ステップＳ
２４、ＮＯ）、オートフォーカスのモードがＡＦ−Ｃに設定されているか否か判定する（
ステップＳ３１）。オートフォーカスのモードがＡＦ−Ｃに設定されていないと判定した
場合（ステップＳ３１、ＮＯ）、主制御部１９は、図８のステップＳ２７の処理に移る。
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【００８８】
オートフォーカスのモードがＡＦ−Ｃに設定されていると判定した場合（ステップＳ３
１、ＹＥＳ）、主制御部１９は、第２のスルー画７３から顔検出処理を行い、顔が検出さ
れたか否か判定する（ステップＳ３２）。顔が検出されたと判定した場合（ステップＳ３
２、ＹＥＳ）、主制御部１９は、ＡＦ処理を開始する（ステップＳ３３）。この場合、主
制御部１９は、顔が検出された領域をＡＦエリアとしてＡＦ処理を開始する。
【００８９】
顔が検出されないと判定した場合（ステップＳ３２、ＮＯ）、主制御部１９は、被写体
像を追尾する追尾ＡＦ処理を実行中であり、且つ追尾中の被写体像を第２のスルー画７３
から検出することができたか否か判定する（ステップＳ３４）。追尾中の被写体像を第２
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のスルー画７３から検出できたと判定した場合（ステップＳ３４、ＹＥＳ）、主制御部１
９は、ＡＦ処理を開始する（ステップＳ３３）。この場合、主制御部１９は、被写体像が
検出された領域をＡＦエリアとしてＡＦ処理を開始する。
【００９０】
追尾中の被写体像を第２のスルー画７３から検出できなかったと判定した場合（ステッ
プＳ３４、ＮＯ）、主制御部１９は、ＡＦエリアを逐次予測する予測ＡＦ処理を実行中で
あり、且つ次回のＡＦエリアが第２のスルー画７３の被遮光領域７２外に存在するか否か
判定する（ステップＳ３５）。次回のＡＦエリアが第２のスルー画７３の被遮光領域７２
外に存在すると判定した場合（ステップＳ３５、ＹＥＳ）、主制御部１９は、ＡＦ処理を
開始する（ステップＳ３３）。この場合、主制御部１９は、予測したＡＦエリアに基づい
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てＡＦ処理を開始する。
【００９１】
次回のＡＦエリアが第２のスルー画７３の被遮光領域７２外に存在しないと判定した場
合（ステップＳ３５、ＮＯ）。主制御部１９は、直近の撮像補助制御でのＡＦエリアが第
２のスルー画７３の被遮光領域７２外に存在するか否か判定する（ステップＳ３６）。直
近の撮像補助制御でのＡＦエリアが第２のスルー画７３の被遮光領域７２外に存在すると
判定した場合（ステップＳ３６、ＹＥＳ）、主制御部１９は、ＡＦ処理を開始する（ステ
ップＳ３３）。この場合、主制御部１９は、直近の撮像補助制御でのＡＦエリアに基づい
てＡＦ処理を開始する。
【００９２】
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上記のような構成であっても、主制御部１９は撮像補助制御を開始するタイミングを早
めることができる。この為、撮像補助制御が追い付かずにユーザが撮像のタイミングを逃
すことを防止することができる。特に逐次ＡＦ処理を行うＡＦ−Ｃ時に撮像補助制御を開
始するタイミングを早めることにより、よりユーザが撮像補助制御の高速化を望む場面で
撮像補助制御の開始タイミングを早めることができる。
【００９３】
なお、上記の例では、撮像補助制御としてＡＦ処理及びＡＥ処理を行う例について説明
したが、撮像補助制御は、この例に限定されない。撮像補助制御は、例えば、ＷＢ制御、
シーン判定、フレーム間ＮＲ処理、フレーム間階調制御など種々の処理を含むものであっ
てもよい。
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【００９４】
また、例えば、主制御部１９は、第２のスルー画７３の被遮光領域７２のサイズが予め
設定されたサイズ未満である場合に、光源の位置の判定を行い、光源の位置が被遮光領域
７２外である場合に第２のスルー画７３に基づいてＷＢ制御を開始する構成であってもよ
い。また、主制御部１９は、光源の位置が被遮光領域７２内である場合、被遮光領域７２
を除外した第２のスルー画７３に基づいてＷＢ制御を開始する構成であってもよい。
【００９５】
また、例えば、主制御部１９は、第２のスルー画７３の被遮光領域７２のサイズが予め
設定されたサイズ未満である場合に、被遮光領域７２を除外した第２のスルー画７３に基
づいてシーン判定を開始する構成であってもよい。
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【００９６】
また、例えば、主制御部１９は、第２のスルー画７３の被遮光領域７２のサイズが予め
設定されたサイズ未満である場合に、被遮光領域７２を除外した第２のスルー画７３に基
づいてフレーム間ＮＲ処理を開始する構成であってもよい。
【００９７】
また、例えば、主制御部１９は、第２のスルー画７３の被遮光領域７２のサイズが予め
設定されたサイズ未満である場合に、被遮光領域７２を除外した第２のスルー画７３に基
づいて画像の階調を補正するフレーム間階調制御を開始する構成であってもよい。
【００９８】
また、表示制御部４４は、撮像装置１の状態が特定条件に該当する特定条件時に第２の
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スルー画、及び静止画を用いてスルー画表示を行う構成であってもよい。例えば、表示制
御部４４は、撮像動作が完了してからシャッタユニット１１の後幕２２が開ききるまでの
間に被遮光領域７２を含む第２のスルー画７３を表示部１６に入力し、表示部１６にスル
ー画表示を行わせる構成であってもよい。
【００９９】
なお、上記の実施形態では、撮像装置１がレンズ１０を備える構成について説明したが
、この構成に限定されない。撮像装置１は、レンズ１０を装着可能なマウントをレンズ１
０の代わりに備える構成であってもよい。
【０１００】
なお、上述の各実施の形態で説明した機能は、ハードウエアを用いて構成するに留まら
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ず、ソフトウエアを用いて各機能を記載したプログラムをコンピュータに読み込ませて実
現することもできる。また、各機能は、適宜ソフトウエア、ハードウエアのいずれかを選
択して構成するものであっても良い。
【０１０１】
なお、本発明は上記実施形態そのままに限定されるものではなく、実施段階ではその要
旨を逸脱しない範囲で構成要素を変形して具体化できる。また、上記実施形態に開示され
ている複数の構成要素の適宜な組み合せにより種々の発明を形成できる。例えば、実施形
態に示される全構成要素から幾つかの構成要素を削除してもよい。更に、異なる実施形態
に亘る構成要素を適宜組み合せてもよい。
【符号の説明】
【０１０２】
１…撮像装置、１０…レンズ、１１…シャッタユニット、１２…撮像素子、１３…信号
処理部、１４…画像処理部、１５…操作部、１６…表示部、１７…メモリＩ／Ｆ、１８…
加速度センサ、１９…主制御部、２１…先幕、２２…後幕、２３…シャッタ駆動装置、３
１…表示パネル、３２…電子ビューファインダー、３３…アイセンサ、４１…操作判定部
、４２…撮像制御部、４３…記録制御部、４４…表示制御部、５１…ＡＦ制御部、５２…
露出制御部、５３…画角制御部、５４…ホワイトバランス制御部、５５…シーン判定部、
５６…フレーム間ノイズリダクション処理部、６１…被遮光領域判定部、６４…画像判定
部。
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