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(57)【要約】
【課題】低コストで高速かつ高精度な焦点検出が可能な
制御装置を提供する。
【解決手段】制御装置は、撮像光学系により形成された
光線を受光する第一のセンサ（２５４）を用いて位相差
検出による焦点検出を行う第一の焦点検出手段（２５５
、２１２）と、撮像光学系により形成された光線を受光
する第二のセンサ（２０１）を用いて位相差検出による
焦点検出を行う第二の焦点検出手段（２０４、２１２）
と、第一の焦点検出手段からの第一の信号と第二の焦点
検出手段からの第二の信号との差分に相当する補正情報
を算出する算出手段（２１２ａ）と、第一の領域におい
て第一の信号に基づいてフォーカス制御を行い、第二の
領域において第二の信号と補正情報とに基づいてフォー
カス制御を行う制御手段（２１２ｂ）とを有する。
【選択図】図５
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　撮像光学系により形成された光線を受光する第一のセンサを用いて位相差検出による焦
点検出を行う第一の焦点検出手段と、
　前記撮像光学系により形成された光線を受光する第二のセンサを用いて位相差検出によ
る焦点検出を行う第二の焦点検出手段と、
　前記第一の焦点検出手段からの第一の信号と前記第二の焦点検出手段からの第二の信号
との差分に相当する補正情報を算出する算出手段と、
　第一の領域において前記第一の信号に基づいてフォーカス制御を行い、第二の領域にお
いて前記第二の信号と前記補正情報とに基づいて前記フォーカス制御を行う制御手段と、
を有することを特徴とする制御装置。
【請求項２】
　前記第一の領域は、撮影画面の中央領域であり、
　前記第二の領域は、前記中央領域を囲む周囲領域であることを特徴とする請求項１に記
載の制御装置。
【請求項３】
　前記第一のセンサは、前記第一の領域において焦点検出が可能なＡＦセンサであり、
　前記第二のセンサは、前記第一の領域および前記第二の領域のそれぞれにおいて焦点検
出が可能な撮像センサであることを特徴とする請求項１または２に記載の制御装置。
【請求項４】
　前記算出手段により算出された前記補正情報を記憶する記憶手段を更に有し、
　前記制御手段は、
　前記第一の領域に被写体が存在する場合、前記第一の信号に基づいて前記フォーカス制
御を行うとともに、前記補正情報を前記記憶手段に記憶し、
　前記第二の領域に前記被写体が存在する場合、前記第二の信号と前記記憶手段に記憶さ
れた前記補正情報とに基づいて前記フォーカス制御を行うことを特徴とする請求項１乃至
３のいずれか１項に記載の制御装置。
【請求項５】
　前記被写体を認識する認識手段を更に有し、
　前記記憶手段は、前記認識手段により認識された前記被写体ごとに前記補正情報を記憶
することを特徴とする請求項４に記載の制御装置。
【請求項６】
　前記被写体の位置を検出する位置検出手段を更に有し、
　前記記憶手段は、前記位置検出手段により検出された前記被写体の位置ごとに前記補正
情報を記憶することを特徴とする請求項４または５に記載の制御装置。
【請求項７】
　前記制御手段は、
　前記第二の領域に前記被写体が存在する場合であって、かつ前記被写体の位置に対応す
る前記補正情報が前記記憶手段に記憶されている場合、前記補正情報に基づいて前記フォ
ーカス制御を行い、
　前記第二の領域に前記被写体が存在する場合であって、かつ前記被写体の位置に対応す
る前記補正情報が前記記憶手段に記憶されていない場合、前記記憶手段に記憶された複数
の補正情報を用いた補完演算により補正情報を算出し、前記補完演算により算出された補
正情報に基づいて前記フォーカス制御を行うことを特徴とする請求項６に記載の制御装置
。
【請求項８】
　前記算出手段は、前記第一のセンサと前記第二のセンサとが前記撮像光学系により形成
された前記光線を受光する時間の差に基づいて、前記差分を算出することを特徴とする請
求項１乃至７のいずれか１項に記載の制御装置。
【請求項９】
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　前記制御手段は、
　前記第二の領域のうち第一の部分領域において、前記補正情報に対応する第一の補正量
で前記フォーカス制御を行い、
　前記第二の領域のうち前記第一の部分領域よりも前記第一の領域から離れた第二の部分
領域において、前記補正情報に対応する前記第一の補正量よりも小さい第二の補正量で前
記フォーカス制御を行うことを特徴とする請求項１乃至８のいずれか１項に記載の制御装
置。
【請求項１０】
　前記制御手段は、
　被写体が前記第一の領域から前記第二の領域へ移動してからの経過時間が第一の経過時
間である場合、前記補正情報に対応する第一の補正量で前記フォーカス制御を行い、
　前記経過時間が前記第一の経過時間よりも長い第二の経過時間である場合、前記補正情
報に対応する前記第一の補正量よりも小さい第二の補正量で前記フォーカス制御を行うこ
とを特徴とする請求項１乃至８のいずれか１項に記載の制御装置。
【請求項１１】
　前記第一の焦点検出手段は、第一の方向の相関演算シフトにより焦点検出を行い、
　前記第二の焦点検出手段は、第二の方向の相関演算シフトにより焦点検出を行い、
　前記算出手段は、前記第一の方向と前記第二の方向とを合わせて焦点検出を行って得ら
れた前記差分を算出することを特徴とする請求項１乃至１０のいずれか１項に記載の制御
装置。
【請求項１２】
　撮像光学系により形成された光線を受光する第一のセンサと、
　前記第一のセンサを用いて位相差検出による焦点検出を行う第一の焦点検出手段と、
　前記撮像光学系により形成された光線を受光する第二のセンサと、
　前記第二のセンサを用いて位相差検出による焦点検出を行う第二の焦点検出手段と、
　前記第一の焦点検出手段からの第一の信号と前記第二の焦点検出手段からの第二の信号
との差分に相当する補正情報を算出する算出手段と、
　第一の領域において前記第一の信号に基づいてフォーカス制御を行い、第二の領域にお
いて前記第二の信号と前記補正情報とに基づいて前記フォーカス制御を行う制御手段と、
を有することを特徴とする撮像装置。
【請求項１３】
　前記撮像光学系により形成された前記光線の光路から退避可能なハーフミラーと、
　前記ハーフミラーにより反射された前記光線を観測するためのファインダと、を更に有
し、
　前記第一のセンサは、前記撮像光学系により形成されて前記ハーフミラーを透過した前
記光線を受光し、
　前記第二のセンサは、前記ハーフミラーが前記光路から退避した状態で、前記撮像光学
系により形成された前記光線を受光することを特徴とする請求項１２に記載の撮像装置。
【請求項１４】
　撮像光学系により形成された光線を受光する第一のセンサを用いて位相差検出による第
一の焦点検出を行うステップと、
　前記撮像光学系により形成された光線を受光する第二のセンサを用いて位相差検出によ
る第二の焦点検出を行うステップと、
　前記第一の焦点検出により得られた第一の信号と前記第二の焦点検出により得られた第
二の信号との差分に相当する補正情報を算出するステップと、
　第一の領域において前記第一の信号に基づいてフォーカス制御を行うステップと、
　第二の領域において前記第二の信号と前記補正情報とに基づいて前記フォーカス制御を
行うステップと、を有することを特徴とする制御方法。
【請求項１５】
　撮像光学系により形成された光線を受光する第一のセンサを用いて位相差検出による第
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一の焦点検出を行うステップと、
　前記撮像光学系により形成された光線を受光する第二のセンサを用いて位相差検出によ
る第二の焦点検出を行うステップと、
　前記第一の焦点検出により得られた第一の信号と前記第二の焦点検出により得られた第
二の信号との差分に相当する補正情報を算出するステップと、
　第一の領域において前記第一の信号に基づいてフォーカス制御を行うステップと、
　第二の領域において前記第二の信号と前記補正情報とに基づいて前記フォーカス制御を
行うステップと、をコンピュータに実行させることを特徴とするプログラム。
【請求項１６】
　請求項１５に記載のプログラムを記憶していることを特徴とする記憶媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、位相差検出方式による焦点調節を行う撮像装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、位相差検出方式による自動焦点調節（ＡＦ）を行う撮像装置が知られている。位
相差検出方式によるＡＦとしては、二次光学系とＡＦセンサとを用いたＡＦ（二次光学系
ＡＦ）、および、撮像センサを用いたＡＦ（撮像面位相差ＡＦ）がある。
【０００３】
　二次光学系ＡＦでは、光学ファインダをユーザが観測しながらＡＦ制御を行うことがで
きる。しかし、ミラーや二次光学系の制約により画像の中心付近でしか焦点検出を行うこ
とができない。一方、撮像面位相差ＡＦでは、二次光学系とＡＦセンサとを用いたＡＦよ
りも広い範囲でＡＦ制御を行うことができる。しかし、ミラーアップして撮像素子センサ
で撮像している間にしか焦点検出を行うことができず、焦点検出中にユーザがファインダ
を観測することができない。
【０００４】
　そこで、例えば特許文献１には、画像の中心付近では二次光学系ＡＦを用い、画像の周
辺部では撮像面位相差ＡＦを用いる撮像装置が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０１４－１４２３７２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
二次光学系ＡＦと撮像面位相差ＡＦの２つのＡＦの原理は互いに異なるため、焦点検出の
ために用いる情報にも差がある。これら２つのＡＦでは、位相が異なる２つの像の範囲や
瞳が異なる。また、一般的に、ＡＦセンサと撮像センサとは互いに異なる画素ピッチを有
するため、被写体の空間周波数が異なる。また、二次光学系で焦点検出する際には絞りを
開放状態に設定するが、撮影画像（静止画）は静止画の都合で絞り込む必要がある場合、
２つのＡＦにより絞り値が異なる。また、画面内の位置に応じて、光学特性やケラレなど
により瞳の形状が変化する。
【０００７】
　このように、２つの焦点検出結果の間には差があり、厳密に同一の焦点検出結果を得る
ことはできないため、２つのＡＦを使い分ける場合に問題になる。例えば、２つのＡＦを
画面内のエリアで使い分けた場合、被写体が画面中央から周辺に移動する際に、焦点検出
結果の差がユーザに認識され得る。また、被写体が２つのＡＦの遷移領域の近傍に存在す
る場合、状況に応じて２つのＡＦのいずれのＡＦが使われるかが不安定な状態である。こ
のため撮像装置は、２つのＡＦの互いに異なる焦点検出結果を不規則に交互に用い、ハン
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チング動作を行う可能性があり、品位に劣る動作となる。したがって、高速で高精度な焦
点検出を行うことができない。
【０００８】
　そこで、２つのＡＦ方式による焦点検出結果の差を補正することが考えられる。しかし
、２つのＡＦ方式にはそれぞれに光学的な差を生じさせる要因が多数あり、それらの要因
ごとに補正を行おうとすると、要因ごとの補正テーブルを準備が必要となり、必要容量が
大きくなり困難である。一方、各要因の変化のそれぞれを実際に算出して補正を行うには
、膨大な演算量が必要であり、処理負荷が増大し、または動作が遅くなるなどの問題が生
じる。
【０００９】
　特許文献１に開示されて撮像装置では、２つのＡＦ方式を温度、湿度、光学系の形状変
化などに応じて使い分けているが、被写体が遷移領域の近傍に存在する場合におけるハン
チング動作などの前述の問題点を解決することができない。
【００１０】
　そこで本発明は、低コストで高速かつ高精度な焦点検出が可能な制御装置、撮像装置、
制御方法、プログラム、および、記憶媒体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】
【００１１】
　本発明の一側面としての制御装置は、撮像光学系により形成された光線を受光する第一
のセンサを用いて位相差検出による焦点検出を行う第一の焦点検出手段と、前記撮像光学
系により形成された光線を受光する第二のセンサを用いて位相差検出による焦点検出を行
う第二の焦点検出手段と、前記第一の焦点検出手段からの第一の信号と前記第二の焦点検
出手段からの第二の信号との差分に相当する補正情報を算出する算出手段と、第一の領域
において前記第一の信号に基づいてフォーカス制御を行い、第二の領域において前記第二
の信号と前記補正情報とに基づいて前記フォーカス制御を行う制御手段とを有する。
【００１２】
　本発明の他の側面としての撮像装置は、前記第一のセンサと、前記第二のセンサと、前
記制御装置とを有する。
【００１３】
　本発明の他の側面としての制御方法は、撮像光学系により形成された光線を受光する第
一のセンサを用いて位相差検出による第一の焦点検出を行うステップと、前記撮像光学系
により形成された光線を受光する第二のセンサを用いて位相差検出による第二の焦点検出
を行うステップと、前記第一の焦点検出により得られた第一の信号と前記第二の焦点検出
により得られた第二の信号との差分に相当する補正情報を算出するステップと、第一の領
域において前記第一の信号に基づいてフォーカス制御を行うステップと、第二の領域にお
いて前記第二の信号と前記補正情報とに基づいて前記フォーカス制御を行うステップとを
有する。
【００１４】
　本発明の他の側面としてのプログラムは、前記制御方法をコンピュータに実行させる。
【００１５】
　本発明の他の側面としての記憶媒体は、前記プログラムを記憶している。
【００１６】
　本発明の他の目的および特徴は、以下の実施形態において説明される。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明によれば、低コストで高速かつ高精度な焦点検出が可能な制御装置、撮像装置、
制御方法、プログラム、および、記憶媒体を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】各実施形態における撮像装置の構成を示すブロック図である。



(6) JP 2019-184887 A 2019.10.24

10

20

30

40

50

【図２】各実施形態における撮像センサの画素構成図である。
【図３】各実施形態における撮影処理を示すフローチャートである。
【図４】各実施形態における静止画撮影処理を示すフローチャートである。
【図５】各実施形態における焦点検出領域の説明図である。
【図６】各実施形態における撮像センサによる焦点検出処理を示すフローチャートである
。
【図７】各実施形態におけるオフセット情報テーブルの説明図である。
【図８】第二の実施形態および第三の実施形態における被写体と焦点検出領域との関係図
である。
【図９】第五の実施形態における撮像センサの焦点検出枠と像高との関係を示す図である
。
【図１０】各実施形態における画素加算の説明図である。
【図１１】各実施形態における被写体とレンズと撮像センサとの関係を示す図である。
【図１２】各実施形態におけるＡＦセンサによる位相差方式の焦点検出の説明図である。
【図１３】各実施形態における焦点検出領域の説明図である。
【図１４】各実施形態における焦点検出領域から取得された像信号の説明図である。
【図１５】各実施形態における焦点検出処理における相関量の説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　以下、本発明の実施形態について、図面を参照しながら詳細に説明する。
【００２０】
　（第一の実施形態）
　まず、図１を参照して、本発明の第一の実施形態における撮像装置について説明する。
図１は、撮像装置１の構成を示すブロック図である。撮像装置１は、レンズ装置（交換レ
ンズ）１０と、レンズ装置１０が着脱可能なカメラ本体（撮像装置本体）２０とを備えて
構成されるレンズ交換式カメラである。このため撮像装置１では、レンズ装置１０の全体
の動作を統括制御するレンズ制御部１０６と、カメラ本体２０の全体の動作を統括制御す
るカメラ制御部２１２とが互いに情報を通信することが可能である。ただし本発明は、こ
れに限定されるものではなく、レンズ装置とカメラ本体とが一体的に構成された撮像装置
にも適用可能である。
【００２１】
　まず、レンズ装置１０の構成について説明する。レンズ装置１０は、固定レンズ（第１
群レンズ）１０１、絞り１０２、フォーカスレンズ１０３、絞り駆動部１０４、フォーカ
スレンズ駆動部１０５、レンズ制御部１０６、および、レンズ操作部１０７を有する。固
定レンズ１０１、絞り１０２、および、フォーカスレンズ１０３により撮像光学系が構成
される。
【００２２】
　絞り１０２は、絞り駆動部１０４により駆動され、後述する撮像センサ（撮像素子）２
０１への入射光量を制御する。フォーカスレンズ（撮影レンズ）１０３は、フォーカスレ
ンズ駆動部１０５により駆動され、後述する撮像センサ２０１に結像する焦点の調節を行
う。絞り駆動部１０４およびフォーカスレンズ駆動部１０５は、レンズ制御部１０６によ
り制御され、絞り１０２の開口量や、フォーカスレンズ１０３の位置を決定する。レンズ
制御部１０６は、後述するカメラ制御部２１２から受信した制御命令・制御情報に応じて
、絞り駆動部１０４やフォーカスレンズ駆動部１０５を制御し、また、レンズ制御情報を
カメラ制御部２１２に送信する。
【００２３】
　次に、カメラ本体２０の構成について説明する。カメラ本体２０は、レンズ装置１０の
撮像光学系を通過した光束から撮像信号を取得できるように構成されている。レンズ装置
１０の撮像光学系を通過した光束は、回動可能なクイックリターンミラー２５２に導かれ
る。クイックリターンミラー２５２の中央部はハーフミラーになっており、クイックリタ
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ーンミラー２５２がダウンした際に（図１中の下側に降りて光路中に挿入された状態で）
一部の光束が透過する。そしてこの透過した光束は、クイックリターンミラー２５２に設
置されたサブミラー２５３により反射され、自動焦点調整手段であるＡＦセンサ（位相差
ＡＦセンサ）２５４に導かれる。ＡＦセンサ２５４は、焦点検出回路２５５により制御さ
れる。
【００２４】
　なお、後述の図１２の説明で触れるが、ＡＦセンサ２５４は、セパレータレンズと受光
素子とを画面内で縦に並べた構成と横に並べた構成を複数有していてもよい。本実施形態
では、このような構成による焦点検出を「ＡＦセンサ２５４による焦点検出」という。ま
た本実施形態において、焦点検出回路２５５およびカメラ制御部２１２により、ＡＦセン
サ２５４を用いて位相差検出による焦点検出を行う第一の焦点検出手段が構成される。
【００２５】
　一方、クイックリターンミラー２５２により反射された撮影光束は、マットスクリーン
２５０に像を結び、それを上側からペンタプリズム２５１および接眼レンズ２５６を介し
てユーザが観測することができる。
【００２６】
　また、クイックリターンミラー２５２がアップ（ペンタプリズム２５１に向けて図１中
の矢印のように上昇）すると、レンズ装置１０からの光束は、フォーカルプレーンシャッ
タ（機械シャッタ）２５８およびフィルタ２５９を介して撮像センサ２０１に結像する。
フィルタ２５９は２つの機能を有する。１つは赤外線や紫外線などをカットし可視光線の
みを撮像センサ２０１へ導く機能であり、他の１つは光学ローパスフィルタとしての機能
である。またフォーカルプレーンシャッタ２５８は、先幕および後幕を有し、レンズ装置
１０からの光束の透過および遮断を制御する遮光手段である。
【００２７】
　レンズ装置１０の撮像光学系を通過した光束は、撮像センサ２０１の受光面上で結像し
、撮像センサ２０１のフォトダイオードにより入射光量に応じた信号電荷に変換される。
各フォトダイオードに蓄積された信号電荷は、カメラ制御部２１２の指令に従い、タイミ
ングジェネレータ２１５から与えられる駆動パルスに基づいて信号電荷に応じた電圧信号
として撮像センサ２０１から順次読み出される。
【００２８】
　図２は、撮像センサ２０１の画素構成図である。図２（ａ）は、比較例としての撮像セ
ンサの画素構成（非撮像面位相差ＡＦ方式の画素構成）を示す。一方、図２（ｂ）は、本
実施形態における撮像センサ２０１の画素構成（撮像面位相差ＡＦ方式の画素構成）を示
す。図２（ｃ）は、本実施形態における撮像センサ２０１の画素構成の変形例である。
【００２９】
　撮像センサ２０１は、撮像面位相差ＡＦを行うため、図２（ｂ）に示されるように１つ
のマイクロレンズ２９２に対して２つのフォトダイオード２９３、２９４が設けられてい
る（２つのフォトダイオードが１つのマイクロレンズを共有している）。撮像センサ２０
１は、撮像センサ２０１に入射した光束をマイクロレンズ２９２で分離し、これらの２つ
のフォトダイオード２９３、２９４で結像することで、撮像用とＡＦ用の２つの信号が取
り出せるように構成されている。２つのフォトダイオード２９３、２９４の信号を加算し
た信号（Ａ＋Ｂ信号）が撮像信号であり、フォトダイオード２９３、２９４の個々の信号
（Ａ信号、Ｂ信号）が２つの像信号（ＡＦ用信号）である。後述するＡＦ信号処理部２０
４は、２つの像信号（ＡＦ用信号）に対して相関演算を行い、像ずれ量や各種信頼性情報
を算出する。本実施形態では、このような焦点検出を「撮像センサ２０１による焦点検出
」という。また本実施形態において、ＡＦ信号処理部２０４およびカメラ制御部２１２に
より、撮像センサ２０１を用いて位相差検出による焦点検出を行う第二の焦点検出手段が
構成される。
【００３０】
　撮像センサ２０１は、図２（ｃ）に示される画素構成を有していてもよい。図２（ｃ）
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では、１つのマイクロレンズ２９２に対して４つのフォトダイオード２９５、２９６、２
９７、２９８が設けられている（４つのフォトダイオードが１つのマイクロレンズを共有
している）。
【００３１】
　このような構成において、図１４で後述するように相関演算のシフト方向を横方向で演
算したい場合、Ａ像信号を各マイクロレンズのＲＡ２９５、ＲＣ２９７を加算して作成し
、Ｂ像信号を各マイクロレンズのＲＢ２９６、ＲＤ２９８を加算して作成すればよい。同
様に、相関演算のシフト方向を縦方向で演算したい場合、Ａ像信号を各マイクロレンズの
ＲＡ２９５、ＲＢ２９６を加算して作成し、Ｂ像信号を各マイクロレンズのＲＣ２９７、
ＲＤ２９８を加算して作成すればよい。
【００３２】
　撮像センサ２０１から読み出された撮像信号およびＡＦ用信号はＣＤＳ／ＡＧＣ／ＡＤ
コンバータ２０２に入力され、リセットノイズを除去する為の相関二重サンプリング、ゲ
インの調節、信号のデジタル化を行う。ＣＤＳ／ＡＧＣ／ＡＤコンバータ２０２は、撮像
信号を画像入力コントローラ２０３に出力する。画像入力コントローラ２０３は、ＣＤＳ
／ＡＧＣ／ＡＤコンバータ２０２から出力された撮像信号をＳＤＲＡＭ（記憶手段）２０
９に格納する。また画像入力コントローラ２０３は、ＡＦ用信号をＡＦ信号処理部２０４
に出力する。
【００３３】
　ＳＤＲＡＭ２０９に格納された撮像信号は、バス２１を介して、表示制御部２０５によ
って表示部２０６に表示される。カメラ本体２０が撮像信号の記録を行うモードに設定さ
れている場合、撮像信号は記録媒体制御部２０７によって記録媒体２０８に記録される。
ＲＯＭ２１０は、バス２１を介して接続されており、カメラ制御部２１２が実行する制御
プログラムおよび制御に必要な各種データなどを格納している。フラッシュＲＯＭ２１１
は、ユーザ設定情報などのカメラ本体２０の動作に関する各種設定情報などを格納してい
る。
【００３４】
　ＡＦ信号処理部２０４は、ＡＦ用信号に対して画素加算および相関演算を行い、像ずれ
量および信頼性情報（二像一致度、二像急峻度、コントラスト情報、飽和情報、キズ情報
など）を算出する。ＡＦ信号処理部２０４は、算出した像ずれ量と信頼性情報とをカメラ
制御部２１２へ出力する。
【００３５】
　カメラ制御部２１２は、取得した像ずれ量や信頼性情報に基づいて、これらを算出する
設定の変更をＡＦ信号処理部２０４に通知する。カメラ制御部２１２は、例えば、像ずれ
量が大きい場合に相関演算を行う領域を広く設定し、または、コントラスト情報に応じて
バンドパスフィルタの種類を変更する。なお、相関演算の詳細については後述する。
【００３６】
　本実施形態では、撮像信号および２つのＡＦ用信号の計３つの信号を撮像センサ２０１
から取り出しているが、本発明はこれに限定されるものではない。撮像センサ２０１の負
荷を考慮し、例えば撮像信号と１つのＡＦ用信号の計２つを取り出し、画像入力コントロ
ーラ２０３が撮像信号とＡＦ用信号との差分を取ることで他の１つのＡＦ用信号を生成す
るように構成してもよい。
【００３７】
　カメラ制御部２１２は、カメラ本体２０内の全体と情報をやり取りして制御を行う。ま
たカメラ制御部２１２は、カメラ本体２０内の処理だけでなく、カメラ操作部２１４から
の入力に応じて、電源のＯＮ／ＯＦＦ、設定の変更、静止画／動画記録の開始、ＡＦ制御
の開始、記録映像の確認など、ユーザが操作した様々なカメラ機能を実行する。また前述
のように、カメラ制御部２１２は、レンズ装置１０内のレンズ制御部１０６と情報をやり
取りし、レンズ装置１０の制御命令・制御情報を送り、またレンズ装置１０内の情報を取
得する。
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【００３８】
　カメラ制御部２１２は、算出手段２１２ａおよび制御手段２１２ｂを有する。算出手段
２１２ａは、第一の焦点検出手段からの第一の信号（第一の焦点検出信号）と第二の焦点
検出手段からの第二の信号（第二の焦点検出信号）との差分に相当する補正情報を算出す
る。制御手段２１２ａは、第一の領域において第一の信号に基づいてフォーカス制御を行
い、第二の領域において第二の信号と補正情報とに基づいてフォーカス制御を行う。
【００３９】
　次に、図５を参照して、本実施形態における撮像センサ２０１およびＡＦセンサ２５４
のそれぞれの焦点検出領域について説明する。図５は、焦点検出領域の説明図である。
【００４０】
　図５（ａ）は、撮像領域とＡＦセンサ２５４および撮像センサ２０１のそれぞれを用い
て焦点検出可能な枠との関係を示している。５００は、撮像センサ２０１により撮像可能
な範囲（撮像領域）である。５０１は、ＡＦセンサ２５４を用いて焦点検出可能な枠であ
る。すなわちＡＦセンサ２５４は、点線で示される１５箇所の四角で囲まれる領域（枠５
０１）において焦点検出することができる。５０２は、撮像センサ２０１を用いて焦点検
出可能な枠である。すなわち撮像センサ２０１は、実線で示される４５箇所の四角で囲ま
れる領域（枠５０２）において焦点検出することができる。
【００４１】
　本実施形態において、ＡＦセンサ２５４の焦点検出領域（枠５０１）を第一の領域、撮
像センサ２０１の焦点検出領域（枠５０２）であるがＡＦセンサ２５４の焦点検出領域（
枠５０１）ではない領域を第二の領域という。
【００４２】
　図５（ｂ）は、ＡＦセンサ２５４の焦点検出領域と撮像センサ２０１の焦点検出領域と
の関係を示している。点線および実線の四角は、図５（ａ）と同じものである。５１１は
、ＡＦセンサ２５４による焦点検出および撮像センサ２０１による焦点検出の両方が可能
な領域（第一の領域、第一の焦点検出領域）であり、斜線で示されている。５１２は、撮
像センサ２０１による焦点検出は可能であるが、ＡＦセンサ２５４による焦点検出は不可
能である領域（第二の領域、第二の焦点検出領域）であり、縦線で示されている。
【００４３】
　図５（ｃ）は、被写体と焦点検出領域との関係を示している。点線および実線の四角は
、図５（ａ）と同じものである。なお、本実施形態の焦点検出の具体的手順は後述するが
、ここでは一例を挙げて概略を説明する。
【００４４】
　本実施形態では、まず、被写体が領域５１１に存在する場合にのみ焦点検出を行うこと
ができる。例えば、図５（ｃ）に示されるような被写体が位置５２１が存在する場合、Ａ
Ｆセンサ２５４を用いて、斜線で示される２つの枠５０１（領域５１１）において焦点検
出を行うことができる。
【００４５】
　その後、静止画を撮像すると、撮像センサ２０１を用いて、斜線で示される２つの枠５
０１（領域５１１）において焦点検出を同時に行うことができる。このとき、被写体が存
在する位置５２１における２つのＡＦ方式での焦点検出結果の差を取得して記録しておく
。
【００４６】
　その後、被写体が位置５２１から位置５２２へ移動した場合、撮像センサ２０１を用い
て、縦線で示される領域５１２（被写体が存在する位置５２２）で焦点検出を行う。この
際、撮像センサ２０１による焦点検出結果から２つのＡＦ方式での焦点検出結果の差を引
いて焦点検出を行う。
【００４７】
　次に、図１０を参照して、本実施形態における画素加算について説明する。図１０は、
画素加算の説明図である。図１０（ａ）、（ｂ）、（ｄ）、（ｅ）は、図２を参照して説
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明した撮像センサ２０１のマイクロレンズの分割、加算を示している。図１０（ｃ）、（
ｆ）は、図１２を参照して説明するセパレータレンズの配置の例である。
【００４８】
　図５を参照して説明した２つのＡＦ方式で差を取る場合、図２（ｂ）に示されるように
、１つのマイクロレンズに対してフォトダイオードが横方向に分割されている場合、焦点
検出の相関演算のシフト方向も横方向になる。このため、差を取るための対応するＡＦセ
ンサ２５４による焦点検出のセパレータレンズの方向は、図１０（ｃ）中の斜線で示され
るセパレータレンズ１０３１、１０３２の組み合わせである。このとき、２つのＡＦ方式
の相関演算のシフト方向が一致し、より近い被写体を見ていることになる。
【００４９】
　また、図２（ｃ）（＝図１０（ａ））に示されるように１つのマイクロレンズに４つの
フォトダイオードを持つ構成を、図１０（ｂ）のように加算して相関演算を横方向にシフ
トする場合を考える。このとき、図１０（ｃ）中の斜線のセパレータレンズ１０３１、１
０３２の組み合わせで相関演算を行うＡＦセンサ２５４とを組み合わせる。これにより、
同様に２つのＡＦ方式の相関演算のシフト方向が一致する。
【００５０】
　また、図２（ｃ）（＝図１０（ｄ））に示されるように１つのマイクロレンズに４つの
フォトダイオードを持つ構成を、図１０（ｅ）のように加算して相関演算を縦方向にシフ
トする場合を考える。このとき、図１０（ｆ）中の斜線のセパレータレンズ１０６１、１
０６２の組み合わせで相関演算を行うＡＦセンサ２５４とを組み合わせる。これにより、
同様に２つのＡＦ方式の相関演算のシフト方向が一致する。
【００５１】
　次に、図７（ａ）を参照して、本実施形態におけるオフセット情報テーブルについて説
明する。図７（ａ）は、オフセット情報テーブルの説明図である。オフセット情報テーブ
ル（オフセット情報７００）は、例えばＳＤＲＡＭ２０９に保存される。オフセット情報
７００は、ＡＦセンサ２５４による焦点検出量７０１、撮像センサ２０１による焦点検出
量７０２、および、オフセット量７０３からなる。なお、これらの算出方法については後
述する。
【００５２】
　次に、図３を参照して、撮像装置１（カメラ本体２０）の動作について説明する。図３
は、カメラ本体２０の撮影処理の手順を示すフローチャートである。図３の各ステップは
、主にカメラ本体２０のカメラ制御部２１２の指令に基づいて実行される。
【００５３】
　まずステップＳ３０１において、カメラ制御部２１２は、カメラ本体２０の初期化処理
を行う。続いてステップＳ３０２において、カメラ制御部２１２は、ユーザがカメラ操作
部２１４を操作することにより静止画撮影モードに設定されているか否かを判定する。カ
メラ本体２０が静止画撮影モードに設定されている場合、ステップＳ３０３へ進む。一方
、カメラ本体２０が静止画撮影モードに設定されていない場合、ステップＳ３０４へ進む
。
【００５４】
　ステップＳ３０３において、カメラ制御部２１２は、静止画撮影処理を行い、ステップ
Ｓ３０２へ戻る。なお、静止画撮影処理の詳細については後述する。ステップＳ３０４に
おいて、カメラ制御部２１２は、ユーザがカメラ操作部２１４を操作することにより画像
閲覧モードに設定されているか否かを判定する。カメラ本体２０が画像閲覧モードに設定
されている場合、ステップＳ３０５へ進む。一方、カメラ本体２０が画像閲覧モードに設
定されていない場合、ステップＳ３０６へ進む。
【００５５】
　ステップＳ３０５において、カメラ制御部２１２は、画像閲覧処理を行い、画像閲覧処
理の終了後、ステップＳ３０２へ戻る。なお画像閲覧処理は画像を表示する処理であり、
公知の方法を用いることができるため、その詳細な説明については省略する。ステップＳ
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３０６において、カメラ制御部２１２は、ユーザがカメラ操作部２１４によりカメラ本体
２０の電源のオフを指示したか否か（カメラ本体２０の電源がオフしたか否か）を判定す
る。カメラ本体２０の電源がオフしていない場合、ステップＳ３０２へ戻る。一方、カメ
ラ本体２０の電源がオフした場合、本処理を終了する。
【００５６】
　次に、図４を参照して、図３のステップＳ３０３（静止画撮影処理）について説明する
。図４の各ステップは、主にカメラ制御部２１２の指令に基づいて実行される。本実施形
態において、静止画撮影処理では、カメラ本体２０のカメラ操作部２１４のシャッタを半
押し（ＳＷ１）をすると、ＡＦ動作が開始する。また、シャッタを全押し（ＳＷ２）する
と、静止画撮影が開始する。また、シャッタが全押し（ＳＷ２）されている間、常に、静
止画が連写撮影される。カメラ制御部２１２は、連写撮影中にもＡＦセンサ２５４による
焦点検出および撮像センサ２０１による焦点検出を行い、被写体が移動しても被写体に追
従することができる。
【００５７】
　まずステップＳ４０１において、カメラ制御部２１２は、カメラ操作部２１４のシャッ
タの半押し（ＳＷ１）がＯＮされたか否か（シャッタが半押しされたか否か）を判定する
。ＳＷ１がＯＮされた場合、ステップＳ３０１へ移行する。一方、ＳＷ１がＯＮされてい
ない場合、ＳＷ１がＯＮされるまでステップＳ４０１を繰り返す。ステップＳ４０２にお
いて、カメラ制御部２１２は、不図示の測光回路を用いて、レンズ装置１０を通過して主
ミラー（クイックリターンミラー２５２）で反射されペンタプリズム２５１を通過した光
束を測光する。続いてステップＳ４０３において、カメラ制御部２１２は、ＡＦセンサ２
５４および焦点検出回路２５５を用いて焦点検出を行う。なお、ＡＦセンサ２５４による
焦点検出の詳細は後述する。
【００５８】
　続いてステップＳ４０４において、カメラ制御部２１２は、ステップＳ４０３にて得ら
れた焦点検出結果に基づいて、レンズ制御部１０６にレンズ駆動量を送信する。レンズ制
御部１０６は、カメラ制御部２１２から送信されたレンズ駆動量に基づいて、フォーカス
レンズ１０３を合焦位置へ駆動するようにフォーカスレンズ駆動部１０５を制御する。
【００５９】
　続いてステップＳ４０５において、カメラ制御部２１２は、カメラ操作部２１４のシャ
ッタの全押し（ＳＷ２）がＯＮされたか否か（シャッタが全押しされたか否か）を判定す
る。ＳＷ２がＯＮされた場合、ステップＳ４０６へ移行する。一方、ＳＷ２がＯＮされて
いない場合、ＳＷ２がＯＮされるまでステップＳ４０５を繰り返す。
【００６０】
　ステップＳ４０６において、カメラ制御部２１２は、クイックリターンミラー２５２を
制御してミラーアップを行う。続いてステップＳ４０７において、カメラ制御部２１２は
、ステップＳ４０２にて設定された絞り値情報をレンズ制御部１０６へ送信する。レンズ
制御部１０６は、カメラ制御部２１２から送信された絞り値情報に基づいて絞り駆動部１
０４を駆動し、設定された絞り値（Ｆ値）まで絞り込みを行う。
【００６１】
　続いてステップＳ４０８において、カメラ制御部２１２は、フォーカルプレーンシャッ
タ２５８を開くよう制御する。所定時間の経過後、ステップＳ４０９において、カメラ制
御部２１２はフォーカルプレーンシャッタ２５８を閉じる。そしてカメラ制御部２１２は
、次回の動作に備えてフォーカルプレーンシャッタ２５８のチャージ動作を行う。
【００６２】
　続いてステップＳ４１０において、カメラ制御部２１２は、画像入力コントローラ２０
３に対して撮像センサ２０１の画像データを読み出す（静止画を取り込む）。本実施形態
において、カメラ制御部２１２は、画像データとして、図２を参照して説明したＡ像、Ｂ
像、および、Ａ＋Ｂ像を読み出す。続いてステップＳ４１１において、カメラ制御部２１
２は、画像入力コントローラ２０３を制御して、撮像センサ２０１から取り込まれた画像
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データに対して圧縮（画像圧縮）などの画像処理を行い、画像データを記録媒体２０８に
記録する。
【００６３】
　続いてステップＳ４１２において、カメラ制御部２１２は、レンズ制御部１０６へ絞り
１０２を開放するよう指示する。そしてレンズ制御部１０６は、絞り駆動部１０４を駆動
して絞り１０２を開放する。続いてステップＳ４１３において、カメラ制御部２１２はク
イックリターンミラー２５２をダウン駆動する。
【００６４】
　続いてステップＳ４１３において、カメラ制御部２１２は、カメラ操作部２１４のシャ
ッタの全押し（ＳＷ２）が継続されているか否か（ＳＷ２がオンのままか否か）を判定す
る。ＳＷ２がオンのままである場合、ステップＳ４１５へ移行する。一方、ＳＷがオンで
ない場合、カメラ制御部２１２はこれ以降の静止画撮影が指示されていないと判定し、本
処理を終了する。
【００６５】
　ステップＳ４１５において、カメラ制御部２１２は、ステップＳ４１０にて読み出され
た静止画像のうちＡ像およびＢ像を用いて、撮像センサ２０１による焦点検出を行う。そ
してカメラ制御部２１２は、焦点検出量（焦点検出結果）をオフセット情報７００（撮像
センサ２０１による焦点検出量７０２）としてＳＤＲＡＭ２０９に保存する。なお、撮像
センサ２０１による焦点検出方法の詳細は後述する。
【００６６】
　続いてステップＳ４１６において、カメラ制御部２１２は、ステップＳ４０２と同様に
、再度、不図示の測光回路を用いて測光を行う。続いてステップＳ４１７において、カメ
ラ制御部２１２は、ステップＳ４０３と同様に、ＡＦセンサ２５４による焦点検出を行う
。そしてカメラ制御部２１２は、焦点検出量（焦点検出結果）をオフセット情報７００（
ＡＦセンサ２５４による焦点検出量７０１）としてＳＤＲＡＭ２０９に保存する。
【００６７】
　続いてステップＳ４１８において、カメラ制御部２１２は、被写体がＡＦセンサ２５４
により焦点検出可能の範囲内（ＡＦセンサ２５４の焦点検出領域の範囲内、すなわち第一
の領域の範囲内）に存在するか否かを判定する。被写体がＡＦセンサ２５４の焦点検出領
域の範囲内に存在しない場合、ステップＳ４２１へ進む。このとき、ＡＦセンサ２５４に
よる焦点検出量７０１はＳＤＲＡＭ２０９に保存されない。なお、ＡＦセンサ２５４によ
る焦点検出の詳細は後述する。
【００６８】
　一方、ステップＳ４１８にて被写体がＡＦセンサ２５４の焦点検出領域の範囲内に存在
する場合、ステップＳ４１９へ進む。ステップＳ４１９において、カメラ制御部２１２は
、ＡＦセンサ２５４による焦点検出量７０１を基準として、撮像センサ２０１による焦点
検出量７０２がどれだけずれているかに関する情報を、オフセット量７０３（ＡＦオフセ
ット）として算出する。そしてカメラ制御部２１２は、算出したオフセット量７０３をＳ
ＤＲＡＭ２０９に保存する。オフセット量７０３は、ＡＦセンサ２５４からの焦点検出信
号と撮像センサ２０１からの焦点検出信号との差分に相当する補正情報であり、例えば以
下のように算出される。
【００６９】
　　現在のＡＦセンサによる焦点検出量７０１：ＤＡ＝１０００
　　現在の撮像センサによる焦点検出量７０２：ＤＤ＝９００
　　オフセット量７０３：Ｏｆ
　　Ｏｆ＝ＤＡ－ＤＤ　…　（１）
　図７（ａ）の例では、式（１）に具体的数値を入れると、以下の式（２）のようになる
。
【００７０】
　　１０００－９００＝１００　…　（２）
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すなわち、オフセット量７０３として１００が代入される。
【００７１】
　続いてステップＳ４２０において、カメラ制御部２１２は、ステップＳ４１７でのＡＦ
センサ２５４による焦点検出結果に基づいてフォーカスレンズ１０３を合焦位置へ駆動し
、ステップＳ４０６へ戻る。
【００７２】
　ステップＳ４２１において、カメラ制御部２１２は、オフセット情報７００の撮像セン
サ２０１による焦点検出量７０２に、オフセット量７０３を加算した値に基づいてフォー
カスレンズ１０３を合焦位置へ駆動し、ステップＳ４０６へ戻る。ステップ本実施形態に
おいて、このときのフォーカスレンズ１０３の駆動量（レンズ駆動量）は、以下の式（３
）のように表される。
【００７３】
　　現在の撮像センサによる焦点検出量７０２：ＤＤ＝９００
　　オフセット量７０３：Ｏｆ
　　レンズ駆動量：Ｆ
　　Ｆ＝ＤＤ＋Ｏｆ　…　（３）
　図７（ａ）の例では、式（３）に具体的数値を入れると、以下の式（４）のようになる
。
【００７４】
　　９００＋１００＝１０００　…　（４）
すなわち、フォーカスレンズ１０３をレンズ駆動量Ｆ＝１０００だけ駆動する。
【００７５】
　次に、図１２を参照して、ＡＦセンサ２５４による焦点検出およびデフォーカス量検出
（ピント位置ズレ量検出）の原理を説明する。図１２は、ＡＦセンサ２５４による位相差
方式の焦点検出の説明図である。
【００７６】
　図１２（ａ）、（ｂ）は、デフォーカス量検出の原理の説明図である。図１２（ａ）、
（ｂ）に示されるように、撮像センサ２０１上にピントがあっている場合（合焦状態にお
いて）、ラインセンサ上の２像間隔はある値をとる。この値は設計上求めることができる
が、実際には、部品の寸法やバラツキ、および、組み立て誤差により設計値と同じ値では
ない。したがって、実際には測定しなければこの２像間隔（基準２像間隔Ｌｏ）を求める
ことは困難である。図１２（ａ）に示されるように、この基準２像間隔Ｌｏより２像間隔
が狭まければ、前ピン状態であり、基準２像間隔Ｌｏよりも広ければ後ピン状態である。
【００７７】
　図１２（ｂ）は、不図示のＡＦセンサモジュールの光学系からコンデンサレンズを省い
たモデルを示す図である。図１２（ｂ）に示されるように、主光線の角度をθ、セパレー
タレンズの倍率をβ、像の移動量をΔＬ，ΔＬ’とすると、デフォーカス量Ｌは以下の式
（５）のように算出される。
【００７８】
【数１】

【００７９】
　式（５）において、βｔａｎθは、ＡＦセンサモジュールの設計上定まるパラメータで
ある。ΔＬ’は、基準２像間隔Ｌｏと現在の２像間隔Ｌｔとに基づいて求めることができ
る。実際には、図１２（ａ）に示される受光素子の像は、前述の撮像センサ２０１による
焦点検出における図１４中の１６０１、１６０２に相当し、同様の演算で相関量ＣＯＲを
算出する。そこから前述の撮像センサ２０１による焦点検出と同様にフォーカス量を算出
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する。ＡＦセンサ２５４は、撮影面の複数の位置で焦点検出可能であるように、前述の構
成を複数具備している。
【００８０】
　また、図１２（ｃ）に示されるように、セパレータレンズ１４２１、１４２２を受光素
子の横方向に２つ並べると、相関演算を横方向にシフトすることができ、横方向のコント
ラストがある被写体の焦点検出することが可能となる。また、セパレータレンズ１４２３
、１４２４を受光素子の縦方向に２つ並べると、相関演算を縦方向にシフトすることがで
きる。
【００８１】
　次に、図６を参照して、撮像センサ２０１による焦点検出処理（撮像面位相差ＡＦ）を
詳細に説明する。図６は、撮像センサ２０１による焦点検出処理を示すフローチャートで
あり、図４のステップＳ４１５に相当する。図６の各ステップは、主にカメラ制御部２１
２により、またはカメラ制御部２１２の指令に基づいて撮像センサ２０１やＡＦ信号処理
部２０４により実行される。
【００８２】
　まずステップＳ６０１において、カメラ制御部２１２は、ユーザが任意に設定した焦点
検出範囲から像信号を取得する。なお、像信号の取得に関しては、図１３を参照して後述
する。続いてステップＳ６０２において、カメラ制御部２１２は、ステップＳ６０１にて
取得した像信号を加算する。なお、像信号の加算に関しては、図１３を参照して後述する
。
【００８３】
　続いてステップＳ６０３において、カメラ制御部２１２は、ステップＳ６０２にて加算
した像信号に基づいて相関量を算出する。なお、相関量の算出に関しては、図１４を参照
して後述する。続いてステップＳ６０４において、カメラ制御部２１２は、ステップＳ６
０３にて算出した相関量に基づいて相関変化量を算出する。なお、相関変化量の算出に関
しては、図１５を参照して後述する。
【００８４】
　続いてステップＳ６０５において、カメラ制御部２１２は、ステップＳ６０４にて算出
した相関変化量に基づいて、ピントずれ量（像ずれ量）を算出する。なお、ピントずれ量
の算出に関しては、図１５を参照して後述する。カメラ制御部２１２は、以上の処理を焦
点検出領域ごとに（焦点検出領域の数だけ）行う。続いてステップＳ６０６において、カ
メラ制御部２１２は、焦点検出領域ごとに算出されたピントずれ量をデフォーカス量に変
換し、図６の焦点検出処理を終了する。
【００８５】
　次に、図１３を参照して、撮像センサ２０１の焦点検出領域について説明する。図１３
は、焦点検出領域（焦点検出可能な範囲を示す像信号を取得する領域）の一例を示してい
る。図１３（ａ）は、撮像センサ２０１の画素アレイ上の焦点検出領域を示す図である。
１５０１は画素アレイであり、１５０２は焦点検出領域（焦点検出範囲）、１５０３は相
関演算に必要なシフト領域である。１５０４は、焦点検出領域１５０２とシフト領域１５
０３とを合わせた領域であり、相関演算を行うために必要な領域である。
【００８６】
　図１３（ａ）中のｐ、ｑ、ｓ、ｔはそれぞれ、ｘ軸方向の座標を表し、ｐからｑは領域
１５０４の範囲を表し、ｓからｔは焦点検出領域１５０２の範囲を表す。焦点検出領域１
５０２およびシフト領域１５０３のそれぞれ高さの説明をわかりやすくするため、ここで
は１ライン分として説明する。焦点検出領域１５１１のように複数ライン分の領域の焦点
検出を行う場合、事前に画素を縦方向に加算してから焦点検出を行う。なお、相関量の加
算については後述する。
【００８７】
　図１３（ｂ）は、焦点検出領域１５０２を５つの領域に分割した状態を示している。本
実施形態では、一例として、焦点検出領域ごとに（一つの焦点検出領域単位で）ピントず
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れ量を算出し、焦点検出を行う。焦点検出領域１５０５～１５０９はそれぞれ、焦点検出
領域１５０２を５つに分割した１つの焦点検出領域である。本実施形態では、一例として
、分割した複数の焦点検出領域の中から最も信頼できる焦点検出領域から得られた信号（
焦点検出結果）を選択し、その焦点検出領域から得られた信号に基づいて算出したピント
ずれ量を用いる。
【００８８】
　図１３（ｃ）は、図１３（ｂ）の焦点検出領域１５０５～１５０９を連結した仮の焦点
検出領域１５１０を示す図である。本実施形態では、一例として、複数の焦点検出領域１
５０５～１５０９を連結した焦点検出領域１５１０から算出したピントずれ量を用いても
よい。焦点検出領域の配置の仕方や焦点検出領域の広さなどの構成は、本実施形態で説明
した構成に限定されるものではなく、他の構成であってもよい。
【００８９】
　次に、図１４を参照して、図１３のように設定された焦点検出領域から取得した像信号
について説明する。図１４は、焦点検出領域から取得された像信号の説明図である。図１
４（ａ）～（ｃ）において、ｓからｔは焦点検出範囲を表し、ｐからｑはシフト量を考慮
した焦点検出演算に必要な範囲である。またｘからｙは、分割された焦点検出領域のうち
の１つの焦点検出領域を表す。
【００９０】
　図１４（ａ）は、シフト前の像信号の波形図である。実線１６０１は像信号Ａ、破線１
６０２は像信号Ｂである。１５０５～１５０９は、図１３（ｂ）に示されるように分割さ
れた複数の焦点検出領域を表す。図１４（ｂ）は、図１４（ａ）のシフト前の像信号の波
形に対してプラス方向にシフトした図である。図１４（ｃ）は、図１４（ａ）のシフト前
の像波形に対してマイナス方向にシフトした図である。相関量を算出する際には、それぞ
れ矢印の方向に実線１６０１、１６０２を１ビットずつシフトする。
【００９１】
　続いて、相関量ＣＯＲの算出方法について説明する。まず、図１４（ｂ）、（ｃ）を参
照して説明したように、像信号Ａと像信号Ｂを１ビットずつシフトしていき、そのときの
像信号Ａと像信号Ｂとの差の絶対値の和を算出する。このとき、シフト量をｉで表し、最
小シフト数は図１４中のｐ－ｓ、最大シフト数は図１４中のｑ－ｔである。また、ｘは焦
点検出領域の開始座標、ｙは焦点検出領域の終了座標である。相関量ＣＯＲ［ｉ］は、こ
れらを用いて以下の式（６）のように算出することができる。
【００９２】
【数２】

【００９３】
　ここで、前述のように画素を縦方向に加算してもよい。または、図１３（ｃ）の焦点検
出領域１５１０について相関量ＣＯＲ［ｉ］を算出したものとして、実際に焦点検出した
い領域が焦点検出領域１５１１である場合、ラインごとに相関量ＣＯＲ［ｉ］を算出して
それらを加算した後に以下の処理に移ってもよい。
【００９４】
　次に、図１５を参照して、焦点検出処理における相関量ＣＯＲ［ｉ］について説明する
。図１５は、相関量ＣＯＲ［ｉ］の説明図である。図１５（ａ）は、相関量の波形図であ
る。図１５（ａ）において、横軸はシフト量、縦軸は相関量をそれぞれ示す。１７０１は
相関量波形、１７０２、１７０３は極値周辺の領域を示している。この中でも相関量が小
さい方ほど、Ａ像とＢ像との一致度が高いといえる。
【００９５】
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　続いて、相関変化量ΔＣＯＲの算出法について説明する。まず、図１５（ａ）の相関量
波形を用いて、１シフト飛ばしの相関量の差に基づいて相関変化量を算出する。このとき
、シフト量をｉで表し、最小シフト数は図１４中のｐ－ｓ、最大シフト数は図１４中のｑ
－ｔである。相関変化量ΔＣＯＲ［ｉ］は、これら用いて、以下の式（７）により算出す
ることができる。
【００９６】
【数３】

【００９７】
　図１５（ｂ）は、相関変化量ΔＣＯＲの波形図である。図１５（ｂ）において、横軸は
シフト量、縦軸は相関変化量をそれぞれ示す。１８０１は相関変化量波形、１８０２、１
８０３は相関変化量がプラスからマイナスになる領域である。相関変化量が０となるとき
をゼロクロスと呼び、最もＡ像とＢ像との一致度が高く、そのときのシフト量がピントず
れ量となる。
【００９８】
　図１５（ｃ）は、図１５（ｂ）の領域１８０２の拡大図である。１９０１は、相関変化
量波形１８０１の一部分である。ここで、ピントずれ量ＰＲＤの算出方法について説明す
る。まず、ピントずれ量は整数部分βと小数部分αに分けられる。小数部分αは、図１５
（ｃ）中の三角形ＡＢＣと三角形ＡＤＥとの相似の関係から、以下の式（８）により算出
することができる。
【００９９】

【数４】

【０１００】
　続いて整数部分βは、図１５（ｃ）中より以下の式（９）により算出することができる
。
【０１０１】
【数５】

【０１０２】
　すなわち、小数部分αと整数部分βとの和からピントずれ量ＰＲＤを算出することがで
きる。実際には、ピントずれ量ＰＲＤから実際にレンズ駆動量を算出する係数Ｋをかけ、
デフォーカス量に変換する必要がある。
【０１０３】
　ここで、図１１を参照して、係数Ｋの算出方法について説明する。図１１は、被写体と
レンズ装置１０のレンズ（撮像光学系）と撮像センサ２０１との位置関係を示す図である
。なお、ＡＦセンサ２５４であっても撮像センサ２０１による焦点検出のいずれにおいて
も、瞳１３０１、１３０２の形状は変わるが、係数Ｋの算出方法は同じである。なお、図
１１では撮像光学系として１つの凸レンズが示されているが、実際にはレンズ装置１０は
１つ以上のレンズを有ればよい。
【０１０４】
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　ここで、射出瞳距離Ａはレンズ固有の値である。基線長Ｂは撮像センサ２０１の画素Ａ
（例えば、図２（ａ）中の２０１）、画素Ｂ（例えば、図２（ａ）中の２０５）がレンズ
に投影された長さ（瞳３０１、３０２を合わせた長さ）である。像ずれ量Ｃ（ピントずれ
量ＰＲＤ）は、図１４（ａ）に示される量である。このとき、デフォーカス量Ｄは、２つ
の三角形の相似の関係から、以下の式（１）のように算出できる。
【０１０５】
　　Ｄ＝Ａ／Ｂ＊Ｃ　…　（１０）
　また、係数Ｋは以下の式（１１）のように算出できる。
【０１０６】
　　Ｋ＝Ａ／Ｂ　…　（１１）
　係数Ｋを像ずれ量（ピントずれ量ＰＲＤ）にかけることにより、デフォーカス量Ｄを算
出することができる。
【０１０７】
　本実施形態によれば、オフセット量を加算することにより、２つのＡＦ方式による焦点
検出結果の差による段のある動作やハンチング動作を軽減することができる。また本実施
形態によれば、例えばステップＳ４１９、Ｓ４２０のように、大きな容量のテーブルを記
憶することなく少ない演算量でこれらの動作を軽減することができる。
【０１０８】
　（第二の実施形態）
　次に、本発明の第二の実施形態について説明する。本実施形態は、オフセット情報およ
び静止画撮影処理フローを除いて、第一の実施形態と同様である。本実施形態のオフセッ
ト情報は、被写体ごとに異なるオフセット量を有する。これは、被写体の空間周波数、色
、コントラストなどは被写体に固有であり、オフセット量も被写体に固有であるためであ
る。
【０１０９】
　図７（ｂ）を参照して、本実施形態におけるオフセット情報テーブルについて説明する
。図７（ｂ）は、オフセット情報テーブルの説明図である。オフセット情報テーブル（オ
フセット情報７１０）は、例えばＳＤＲＡＭ２０９に被写体ごとに保存される。なお、図
７（ｂ）の例では被写体が２つの場合を示しているが、本実施形態は３つ以上の被写体が
存在する場合にも適用可能である。
【０１１０】
　被写体Ａ（第一の被写体）のオフセット情報は、ＡＦセンサ２５４による焦点検出量７
１１、撮像センサ２０１による焦点検出量７１２、オフセット量７１３からなる。被写体
Ｂ（第二の被写体）のオフセット情報は、ＡＦセンサ２５４による焦点検出量７１４、撮
像センサ２０１による焦点検出量７１５、オフセット量７１６からなる。なお、これらの
算出方法は後述する。
【０１１１】
　図８（ａ）は、撮像センサ２０１の焦点検出領域の範囲内に２つの被写体が存在する場
合の例を示している。点線および実線の四角は、図５（ａ）と同じである。図８（ａ）に
示されるように、枠８００に斜線で示される被写体Ａ、枠８１０に縦線で示される被写体
Ｂが存在する。
【０１１２】
　次に、図８（ａ）に示されるように２つの被写体Ａ、Ｂが存在する場合における図４の
静止画撮影処理フローについて説明する。ここでは、第一の実施形態と異なる処理につい
てのみ説明する。
【０１１３】
　ユーザが静止画を撮影しようとしてステップＳ４０１でＳＷ１がオン（半押し）して被
写体をファインダに収め、その後、ステップＳ４０５でＳＷ２がオン（全押し）して静止
画連写を開始する。ステップＳ４１４でもＳＷ２がオン（全押し）のままであるとき、ス
テップＳ４１５で撮像センサ２０１による焦点検出を行う際に、枠８００と枠８１０にそ
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れぞれに被写体が存在するものとする。その際、撮像センサ２０１に被写体Ａ、Ｂが撮影
され、カメラ制御部２１２は撮影画像に被写体Ａ、Ｂが存在するものと認識する。そして
カメラ制御部２１２は、オフセット情報７１０として図７（ｂ）に示されるように二人分
のテーブルを用意する。
【０１１４】
　またカメラ制御部２１２は、被写体Ａが存在する枠の撮像センサ２０１による焦点検出
量を、撮像センサ２０１による焦点検出量７１２として記録する。同様に、カメラ制御部
２１２は、被写体Ｂが存在する枠の撮像センサ２０１による焦点検出量を、撮像センサ２
０１による焦点検出量７１５として記録する。
【０１１５】
　続いてステップＳ４１７において、カメラ制御部２１２は、被写体Ａが存在する枠８０
０のＡＦセンサ２５４による焦点検出量を、ＡＦセンサ２５４による焦点検出量７１１と
して記録する。同様に、カメラ制御部２１２は、被写体Ｂが存在する枠８１０のＡＦセン
サ２５４による焦点検出量をＡＦセンサ２５４による焦点検出量７１４として記録する。
【０１１６】
　続いてステップＳ４１８において、被写体Ａ、Ｂはそれぞれ枠８００、８１０に存在し
、ＡＦセンサ２５４の焦点検出領域の範囲内に存在するため、ステップＳ４１９に移行す
る。ステップＳ４１９において、カメラ制御部２１２は、オフセット情報７１０から、被
写体Ａのオフセット量７１３を、ＡＦセンサ２５４による焦点検出量７１１と、撮像セン
サ２０１による焦点検出量７１２とに基づいて算出して記録する。同様に、カメラ制御部
２１２は、被写体Ｂのオフセット量７１６を、ＡＦセンサによる焦点検出量７１４と撮像
センサ２０１による焦点検出量７１５とに基づいて算出して記録する。なお、これらの算
出方法は式（１）と同様である。
【０１１７】
　静止画撮影処理を複数枚繰り返した後、図８（ｂ）に示されるように被写体Ｂが画面の
外に出て、被写体Ａのみが画面内に残るが被写体Ａは枠８０１の位置に移動したとする。
ステップＳ４１５において、カメラ制御部２１２は、撮像センサ２０１による焦点検出を
行う際に、撮像センサ２０１により被写体Ａが撮影され、カメラ制御部２１２は被写体Ａ
を認識する。またカメラ制御部２１２は、被写体Ａはオフセット情報７１０に記録済みの
被写体Ａと同一人物であるとして認識する。このため、カメラ制御部２１２は、被写体Ａ
が存在する枠８０１の撮像センサ２０１による焦点検出量を、撮像センサ２０１による焦
点検出量７１２として記録する。
【０１１８】
　続いてステップＳ４１７において、ＡＦセンサ２５４の範囲内には被写体は存在しない
ため、カメラ制御部２１２は焦点検出結果を保存しない。続いてステップＳ４１８におい
て、被写体ＡはＡＦセンサ２５４の焦点検出領域の範囲外に存在するため、ステップＳ４
２１へ進む。ステップＳ４２１において、カメラ制御部２１２は、ステップＳ４１５での
被写体Ａに対する焦点検出量７０２に今回でない過去のステップＳ４１９で算出して保持
しているオフセット量７１３を加算した値に基づいてフォーカスレンズ１０３を合焦位置
へ駆動する。そしてステップＳ４０６へ進む。
【０１１９】
　本実施形態によれば、被写体ごとのオフセット量を加算することにより、２つのＡＦ方
式による焦点検出結果の差による段のある動作やハンチング動作を軽減することができる
。また本実施形態によれば、例えばステップＳ４１９、Ｓ４２０のように、大きな容量の
テーブルを記憶することなく少ない演算量でこれらの動作を軽減することができる。
【０１２０】
　（第三の実施形態）
　次に、本発明の第三の実施形態について説明する。本実施形態は、オフセット情報およ
び静止画撮影処理フローを除いて、第一の実施形態と同様である。本実施形態のオフセッ
ト情報は、Ｘ座標などの位置ごとに異なるオフセット量を有する。これは、図２（ｂ）に
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示される構成の撮像センサを用いた撮像面位相差ＡＦでは、縦方向の座標が変化しても瞳
のＡ像とＢ像の割合の変化は小さいが、横方向の座標が変化した場合には瞳のＡ像とＢ像
の割合の変化が大きいためである。
【０１２１】
　図７（ｃ）を参照して、本実施形態におけるオフセット情報テーブルについて説明する
。図７（ｃ）は、オフセット情報テーブルの説明図である。オフセット情報テーブル（オ
フセット情報７２０）は、例えばＳＤＲＡＭ２０９にＸ座標（位置）ごとに保存される。
なお、図７（ｃ）の例では後述するステップＳ４１９の処理が２回経過した状態であるた
め、２つのオフセット情報が保存されている。ステップＳ４１９の処理を行うたびにオフ
セット情報は増加する。ステップＳ４１９における１回目の処理のオフセット情報は、Ｘ
座標７２１におけるＡＦセンサ２５４による焦点検出量７２２、撮像センサ２０１による
焦点検出量７２３、および、オフセット量７２４からなる。ステップＳ４１９における２
回目の処理のオフセット情報は、Ｘ座標７２５におけるＡＦセンサ２５４による焦点検出
量７２６、撮像センサ２０１による焦点検出量７２７、および、オフセット量７２８から
なる。なおＸ座標の数は、無限に増やしてもよく、または、上限を決定してループさせて
テーブルを再利用してもよい。
【０１２２】
　図８（ｃ）は、撮像センサ２０１の中で丸い斜線の被写体が枠８２２に移動した場合の
例を示している。なお図８（ｃ）中の点線および実線の四角は、図５（ａ）と同じである
。
【０１２３】
　次に、図８（ｃ）に示される丸い斜線の被写体が存在する場合における図４の静止画撮
影処理フローについて説明する。ここでは、第一の実施形態と異なる処理についてのみ説
明する。
【０１２４】
　ユーザが静止画を撮影しようとしてステップＳ４０１にてＳＷ１がオン（半押し）する
ことにより被写体をファインダに収め、その後、ステップＳ４０５でＳＷ２がオン（全押
し）することにより静止画連写が開始する。ステップＳ４１４にてＳＷ２がオン（全押し
）のままである場合、ステップＳ４１５にて撮像センサ２０１による焦点検出を行う際に
、枠８２０に斜線で示される丸い被写体が存在するものとする。そしてカメラ制御部２１
２は、枠８２０の撮像センサ２０１による焦点検出量を一時的に保存する。
【０１２５】
　またカメラ制御部２１２は、ステップＳ４１７において、丸い被写体が存在する枠８２
０のＡＦセンサ２５４による焦点検出量を一時的に保存する。続いてステップＳ４１８に
おいて、丸い被写体は枠８２０に存在するため、ＡＦセンサ２５４の焦点検出領域の範囲
内に存在する。このため、ステップＳ４１９へ進む。
【０１２６】
　続いてステップＳ４１９において、カメラ制御部２１２は、オフセット情報を１行分の
領域を新規に確保する。この領域は、図７（ｃ）中のＸ座標７２１、ＡＦセンサ２５４に
よる焦点検出量７２２、撮像センサ２０１による焦点検出量７２３、および、オフセット
量７２４に相当する。そしてカメラ制御部２１２は、丸い被写体のＸ座標７２１、ステッ
プＳ４１７にて一時的に保存した焦点検出量７２２、および、ステップＳ４１５にて一時
的に保存した焦点検出量７２３をそれぞれＳＤＲＡＭ２０９に記録する。そしてカメラ制
御部２１２は、焦点検出量７２２と焦点検出量７２３とに基づいて算出したオフセット量
７２４をＳＤＲＡＭ２０９に記録する。なお、これらの算出方法は式（１）と同様である
。
【０１２７】
　その後、再びステップＳ４１４にてＳＷ２がオン（全押し）のままである場合、ステッ
プＳ４１５にて撮像センサ２０１による焦点検出を行う際に、枠８２１に丸い被写体が存
在したとする。このとき、カメラ制御部２１２は、枠８２１の撮像センサ２０１による焦
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点検出量を一時的に保存する。またカメラ制御部２１２は、ステップＳ４１７において、
丸い被写体が存在する枠８２１のＡＦセンサ２５４による焦点検出量を一時的に保存する
。ステップＳ４１８において、丸い被写体は枠８２１に存在するため、ＡＦセンサ２５４
による焦点検出領域の範囲内である。このため、ステップＳ４１９へ進む。
【０１２８】
　ステップＳ４１９において、カメラ制御部２１２は、オフセット情報を１行分の領域を
新規に確保する。この領域は、図７（ｃ）中のＸ座標７２５、ＡＦセンサ２５４による焦
点検出量７２６、撮像センサ２０１による焦点検出量７２７、および、オフセット量７２
８に相当する。そしてカメラ制御部２１２は、丸い被写体のＸ座標７２５、ステップＳ４
１７にて一時的に保存した焦点検出量７２６、および、ステップＳ４１５にて一時的に保
存した焦点検出量７２７をそれぞれＳＤＲＡＭ２０９に記録する。そしてカメラ制御部２
１２は、焦点検出量７２６と焦点検出量７２７とに基づいて算出したオフセット量７２８
をＳＤＲＡＭ２０９に記録する。なお、これらの算出方法は式（１）と同様である。
【０１２９】
　その後、再びステップＳ４１４にてＳＷ２がオン（全押し）のままである場合、ステッ
プＳ４１５にて撮像センサ２０１による焦点検出を行う際に、枠８２２に丸い被写体が存
在したとする。このとき、カメラ制御部２１２は、枠８２２の撮像センサ２０１による焦
点検出量を一時的に保存する。ステップＳ４１７において、丸い被写体が存在する枠８２
２はＡＦセンサ２５４の焦点検出領域の範囲外であるため、カメラ制御部２１２はＡＦセ
ンサ２５４による焦点検出量を保存しない。ステップＳ４１８において、丸い被写体は枠
８２２に存在するため、ＡＦセンサ２５４の焦点検出領域の範囲外である。このため、ス
テップＳ４２１へ進む。
【０１３０】
　ステップＳ４２１において、カメラ制御部２１２は、ステップＳ４１５にて一時的に保
存した撮像センサ２０１による焦点検出量に、オフセットを加算してレンズ駆動を行う。
ここで、枠８２２のＸ座標をＸ＝３００とする。ここでは、オフセット情報７２０に同じ
Ｘ座標は存在しないため、以下のように補間演算を行う。
【０１３１】
　　ステップＳ４１９の１回目のＸ座標７２１：Ｘ０＝２００
　　ステップＳ４１９の１回目のオフセット量７２４：Ｏｆ０＝１００
　　ステップＳ４１９の２回目のＸ座標７２５：Ｘ１＝４００
　　ステップＳ４１９の２回目のオフセット量７２８：Ｏｆ１＝２００
　　求めるオフセット量Ｏｆ
　　Ｏｆ＝Ｏｆ０＋（Ｏｆ１－Ｏｆ０）（Ｘ－Ｘ０）／（Ｘ１－Ｘ０）　…    （１２）
　この場合、式（１２）に具体的数値を入れると、以下の式（１３）のようになる。
【０１３２】
　　１００＋（２００－１００）（３００－２００）／（４００－２００）＝１５０　…
　（１３）
　このようにカメラ制御部２１２は、ステップＳ４１５にて一時的に保存した撮像センサ
２０１による焦点検出量に、オフセット量Ｏｆ＝１５０を加算して、フォーカスレンズ１
０３を合焦位置へ駆動する。そして、ステップＳ４０６へ進む。
【０１３３】
　本実施形態によれば、Ｘ座標などの位置ごとのオフセット量を加算することにより、２
つのＡＦ方式による焦点検出結果の差による段のある動作やハンチング動作を軽減するこ
とができる。また本実施形態によれば、例えばステップＳ４１９、Ｓ４２０のように、大
きな容量のテーブルを記憶することなく少ない演算量でこれらの動作を軽減することがで
きる。
【０１３４】
　（第四の実施形態）
　次に、本発明の第四の実施形態について説明する。本実施形態は、オフセット情報およ
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び静止画撮影処理フローを除いて、第一の実施形態と同様である。本実施形態において、
被写体の焦点検出は、ＡＦセンサ２５４、撮像センサ２０１、ＡＦセンサ２５４、…と交
互に行われる。被写体が徐々に移動することを考えると、オフセット情報は前後の焦点検
出結果を用いて算出することが好ましい。
【０１３５】
　図７（ｄ）を参照して、本実施形態におけるオフセット情報テーブルについて説明する
。図７（ｄ）は、オフセット情報テーブルの説明図である。オフセット情報テーブル（オ
フセット情報７３０）は、例えばＳＤＲＡＭ２０９に保存される。オフセット情報７３０
は、ステップＳ４１５の処理のたびに増加する。図７（ｄ）の例では、ステップＳ４１５
の処理が２回行われた状態であるため、行７３１と行７３５の２組のオフセット情報（２
つのインデックスに対応するオフセット情報）が保存されている。
【０１３６】
　ステップＳ４１９の１回目の処理のオフセット情報は、ＡＦセンサ２５４による焦点検
出量７３２、撮像センサ２０１による焦点検出量７３３、および、オフセット量７３４か
らなる。ただし、１回目のオフセット量７３４は空欄である。ステップＳ４１９の２回目
の処理のオフセット情報は、ＡＦセンサ２５４による焦点検出量７３６、撮像センサ２０
１による焦点検出量７３７、および、オフセット量７３８からなる。なおインデックスの
数は、無限に増やしてもよく、または、上限を決定してループさせてテーブルを再利用し
てもよい。
【０１３７】
　次に、図４の静止画撮影処理フローについて説明する。ここでは、第一の実施形態と異
なる処理についてのみ説明する。ユーザが静止画を撮影しようとしてステップＳ４０１に
てＳＷ１がオン（半押し）することにより被写体をファインダに収め、その後、ステップ
Ｓ４０５でＳＷ２がオン（全押し）することにより静止画連写が開始する。
【０１３８】
　ステップＳ４１４にてＳＷ２がオン（全押し）のままである場合、カメラ制御部２１２
は、ステップＳ４１５にてオフセット情報７３０のうち行７３１（インデックス１）のイ
ンデックス情報テーブルを追加する。そしてカメラ制御部２１２は、撮像センサ２０１に
よる焦点検出量７３３をＳＤＲＡＭ２０９に保存する。またカメラ制御部２１２は、ステ
ップＳ４１７にてＡＦセンサ２５４による焦点検出量７３２をＳＤＲＡＭ２０９に保存す
る。続いてステップＳ４１８において、被写体はＡＦセンサ２５４の焦点検出領域の範囲
内に存在するものとし、ステップＳ４１９に移る。ステップＳ４１９では、１回目の処理
であるため、カメラ制御部２１２はオフセット量を算出しない。
【０１３９】
　その後、再びステップＳ４１４にてＳＷ２がオン（全押し）のままである場合、カメラ
制御部２１２は、ステップＳ４１５にてオフセット情報７３０の行７３５（インデックス
２）のインデックス情報テーブルを追加する。そしてカメラ制御部２１２は、撮像センサ
２０１による焦点検出量７３７をＳＤＲＡＭ２０９に保存する。またカメラ制御部２１２
は、ステップＳ４１７にてＡＦセンサ２５４による焦点検出量７３６をＳＤＲＡＭ２０９
に保存する。続いてステップＳ４１８において、被写体はＡＦセンサ２５４の焦点検出領
域の範囲内に存在するものとし、ステップＳ４１９に進む。ステップＳ４１９において、
カメラ制御部２１２はオフセット情報を算出する。
【０１４０】
　前述のように、カメラ制御部２１２は、撮像センサ２０１による焦点検出と、ＡＦセン
サ２５４による焦点検出とを交互に行う。このため、撮像センサ２０１のためのオフセッ
ト量は、前後のＡＦセンサ２５４の焦点検出量から算出することが好ましい。
【０１４１】
　　算出したいオフセット量：Ｏｆ１
　　前回のＡＦセンサの焦点検出量７３２：Ｅ０
　　今回のＡＦセンサの焦点検出量７３６：Ｅ１
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　　今回の撮像センサの焦点検出量７３７：Ｄ１
とすると、オフセット量Ｏｆ１は、以下の式（１４）のように表される。
【０１４２】
　　Ｏｆ１＝（Ｅ０＋Ｅ１）／２―Ｄ１　…　（１４）
　式（１４）に具体的数値を入れると、式（１５）のようになる。
【０１４３】
　　（１０００＋１１００）／２－１０００＝５０　…　（１５）
　カメラ制御部２１２は、オフセット量Ｏｆ１＝５０を、オフセット情報７３０のオフセ
ット量７３８として記録する。この後の処理および動作は、第一の実施形態と同一である
。
【０１４４】
　本実施形態によれば、ＡＦセンサと撮像センサの焦点検出を交互に行ってオフセット情
報を算出することにより、２つのＡＦ方式による焦点検出結果の差による段のある動作や
ハンチング動作を軽減することができる。また本実施形態によれば、大きな容量のテーブ
ルを記憶することなく少ない演算量でこれらの動作を軽減することができる。
【０１４５】
　（第五の実施形態）
　次に、本発明の第五の実施形態について説明する。本実施形態は、オフセット情報およ
び静止画撮影処理フローを除いて、第一の実施形態と同様である。本実施形態では、前述
の各実施形態と同様に、ＡＦセンサ２５４の焦点検出領域の範囲内である中心寄りの領域
に関してはＡＦセンサ２５４による焦点検出を行い、ＡＦセンサ２５４の焦点検出領域の
範囲外では、撮像センサ２０１による焦点検出を行う。ただし本実施形態において、２つ
のＡＦ方式の遷移領域ではオフセット量を用いるが、周辺領域ではオフセット量を０にし
て純粋な撮像センサ２０１による焦点検出を行う。
【０１４６】
　本実施形態におけるオフセット情報（オフセット情報の保持テーブル）は、第一の実施
形態にて説明した図７（ａ）に示されるオフセット情報７００と同一である。図９は、撮
像センサ２０１の焦点検出枠と像高との関係を示す図である。図９における点線および実
線の四角は、図５（ａ）と同じである。
【０１４７】
　原点９００は、撮像センサ２０１の中心を表す点である。原点９００を便宜的に座標（
０，０）とする。円９０１は、ＡＦセンサ２５４により焦点検出可能な一番遠い枠を通る
ように設定される。ここで、原点９００からの円９０１までの距離が１００であるとする
。枠９０２、９０３、９０４、９０５はそれぞれ、原点９００から最も遠い位置にある枠
であり、原点９００から距離が便宜的に２００であるとする。
【０１４８】
　次に、図４の静止画撮影処理フローについて説明する。ここでは、第一の実施形態と異
なる処理についてのみ説明する。ユーザが静止画を撮影しようとしてステップＳ４０１に
てＳＷ１がオン（半押し）することにより被写体をファインダに収め、その後、ステップ
Ｓ４０５でＳＷ２がオン（全押し）することにより静止画連写が開始する。ステップＳ４
１４にてＳＷ２がオン（全押し）のままである場合、カメラ制御部２１２は、ステップＳ
４１５にて撮像センサ２０１による焦点検出量７０２をＳＤＲＡＭ２０９に保存する。ま
たカメラ制御部２１２は、ステップＳ４１７にてＡＦセンサ２５４による焦点検出量７０
１をＳＤＲＡＭ２０９に保存する。ステップＳ４１８において、被写体はＡＦセンサ２５
４の焦点検出領域の範囲内に存在するものとし、ステップＳ４１９に進む。ステップＳ４
１９において、カメラ制御部２１２は、オフセット量を式（１）を用いて算出し、オフセ
ット量７０３としてＳＤＲＡＭ２０９に保存する。
【０１４９】
　被写体がＡＦセンサ２５４の焦点検出領域の範囲外に移動した後、ステップＳ４１４に
てＳＷ２がオン（全押し）のままであったとする。カメラ制御部２１２は、ステップＳ４
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１５にて撮像センサ２０１による焦点検出量７３７をＳＤＲＡＭ２０９に保存する。また
カメラ制御部２１２は、ステップＳ４１７にてＡＦセンサ２５４による焦点検出量７３６
をＳＤＲＡＭ２０９に保存する。ステップＳ４１８において、被写体はＡＦセンサ２５４
の焦点検出領域の範囲外に移動したため、ステップＳ４２１に進む。
【０１５０】
　ステップＳ４２１において、カメラ制御部２１２は、オフセット情報７００における撮
像センサ２０１による焦点検出量７０２に、オフセット量７０３を加算した値に基づいて
、フォーカスレンズ１０３を合焦位置へ駆動する。ここでは、原点９００から離れた、円
９０１の線上の枠ではオフセット量７０３の全値を使用し、原点９００から離れるにつれ
てオフセット量を減少させ、最も遠い枠９０２～９０５の位置でオフセット量の加算量が
０になるようにする。現在の被写体の原点９００からの距離を１５０として、以下の式（
１６）を用いてフォーカスレンズ１０３の駆動量を求める。
【０１５１】
　　円９０１の半径：Ｒ１＝１００
　　原点９００から枠９０２～９０５の距離：Ｒ２＝２００
　　原点９００から現在の被写体の距離：Ｒ＝１５０
　　現在のオフセット量７０３：Ｏｆ＝１００
　　現在の撮像センサによる焦点検出量７０２：ＤＤ＝９００
　　レンズ駆動量：Ｆ
　　Ｆ＝ＤＤ＋Ｏｆ＊（Ｒ２－Ｒ）／（Ｒ２－Ｒ１）　…　（１６）
　図９の例では、レンズ駆動量Ｆは、以下の式（１７）のようになる。
【０１５２】
　　９００＋１００＊（２００－１５０）／（２００－１００）＝９５０　…　（１７）
　すなわちカメラ制御部２１２は、フォーカスレンズ１０３をレンズ駆動量Ｆ＝９５０だ
け駆動する。なお、この後の処理および動作は第一の実施形態と同一である。
【０１５３】
　本実施形態によれば、原点から離れるほどオフセット量を小さくすることにより、２つ
のＡＦ方式による焦点検出結果の差による段のある動作やハンチング動作を軽減すること
ができる。また本実施形態によれば、大きな容量のテーブルを記憶することなく少ない演
算量でこれらの動作を軽減することができる。
【０１５４】
　（第六の実施形態）
　次に、本発明の第六の実施形態について説明する。本実施形態は、オフセット情報およ
び静止画撮影処理フローを除いて、第一の実施形態と同様である。本実施形態では、前述
の各実施形態と同様に、ＡＦセンサ２５４の焦点検出領域の範囲内である中心寄りの領域
に関してはＡＦセンサ２５４による焦点検出を行い、ＡＦセンサ２５４の焦点検出領域の
範囲外では、撮像センサ２０１による焦点検出を行う。ただし本実施形態において、２つ
のＡＦ方式の遷移領域ではオフセット量を用いるが、周辺領域では時間の経過とともに徐
々にオフセット量を小さくし、最後にはオフセット量を０にして純粋な撮像センサ２０１
による焦点検出を行う。
【０１５５】
　図７（ｅ）を参照して、本実施形態におけるオフセット情報テーブルについて説明する
。図７（ｅ）は、オフセット情報テーブルの説明図である。オフセット情報テーブル（オ
フセット情報７４０）は、例えばＳＤＲＡＭ２０９に保存される。オフセット情報７４０
は、ＡＦセンサ２５４による焦点検出量７４１、撮像センサ２０１による焦点検出量７４
２、オフセット量７４３、および、時間経過量７４４からなる。
【０１５６】
　次に、図４の静止画撮影処理フローについて説明する。ここでは、第一の実施形態と異
なる処理についてのみ説明する。ユーザが静止画を撮影しようとしてステップＳ４０１に
てＳＷ１がオン（半押し）することにより被写体をファインダに収め、その後、ステップ
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Ｓ４０５でＳＷ２がオン（全押し）することにより静止画連写が開始する。この時点で、
カメラ制御部２１２はオフセット情報７４０の時間経過量７４４を初期値に戻す。図７（
ｅ）の例では、時間経過量７４４は３０である。
【０１５７】
　ステップＳ４１４にてＳＷ２がオン（全押し）のままである場合、ステップＳ４１５に
おいて、カメラ制御部２１２は撮像センサ２０１による焦点検出量７４２をＳＤＲＡＭ２
０９に保存する。またステップＳ４１７において、カメラ制御部２１２はＡＦセンサ２５
４による焦点検出量７４１をＳＤＲＡＭ２０９に保存する。続いてステップＳ４１８にお
いて、被写体はＡＦセンサ２５４の焦点検出領域の範囲内に存在するものとし、ステップ
Ｓ４１９に進む。ステップＳ４１９において、カメラ制御部２１２は、式（１）を用いて
オフセット量７４３を算出し、ＳＤＲＡＭ２０９に保存する。
【０１５８】
　被写体はＡＦセンサ２５４の焦点検出領域の範囲外に移動した後、ステップＳ４１４に
おいてＳＷ２がオン（全押し）のままであったとする。このときカメラ制御部２１２は、
ステップＳ４１５において、撮像センサ２０１による焦点検出量７３７をＳＤＲＡＭ２０
９に保存する。またカメラ制御部２１２は、ステップＳ４１７において、ＡＦセンサ２５
４による焦点検出量７３６をＳＤＲＡＭ２０９に保存する。
【０１５９】
　ステップＳ４１８にて被写体はＡＦセンサ２５４の焦点検出領域の範囲外に移動したた
め、ステップＳ４２１に進む。ステップＳ４２１において、カメラ制御部２１２は、まず
時間経過量７４４としてＳＤＲＡＭ２０９に格納されている値から１減算した値を、時間
経過量７４４としてＳＤＲＡＭ２０９に再度格納する。その後、カメラ制御部２１２は、
撮像センサ２０１による焦点検出量７４２に、オフセット量７４３を加算した値に基づい
て、フォーカスレンズ１０３を合焦位置へ駆動する。またカメラ制御部２１２は、被写体
がＡＦセンサ２５４の焦点検出領域の範囲外に出てから徐々にオフセット量の使用量を減
衰させる（オフセット量を小さくする）。被写体が焦点検出領域の範囲外に出てからの静
止画撮影枚数が現在１５枚である場合、時間経過量７４４の現在の値は１５になる。そし
てカメラ制御部２１２は、以下の式（１８）を用いてフォーカスレンズ１０３の駆動量を
求める。
【０１６０】
　　時間経過量７４４：Ｔ＝１５
　　時間経過量の初期値：Ｔ０＝３０
　　現在のオフセット量７４３：Ｏｆ＝１００
　　現在の撮像センサによる焦点検出量７４２：ＤＤ＝９００
　　レンズ駆動量：Ｆ
　　Ｆ＝ＤＤ＋Ｏｆ＊Ｔ／Ｔ０　…　（１８）
　図７（ｅ）の例では、レンズ駆動量Ｆは以下の式（１９）のように算出される。
【０１６１】
　　９００＋１００＊１５／３０＝９５０　…　（１９）
　すなわちカメラ制御部２１２は、フォーカスレンズ１０３をレンズ駆動量Ｆ＝９５０だ
け駆動する。なお、この後の処理および動作は第一の実施形態と同一である。
【０１６２】
　本実施形態によれば、ＡＦセンサの焦点検出領域から外れてからの時間の経過とともに
オフセット量を小さくすることにより、２つのＡＦ方式による焦点検出結果の差による段
のある動作やハンチング動作を軽減することができる。また本実施形態によれば、大きな
容量のテーブルを記憶することなく少ない演算量でこれらの動作を軽減することができる
。
【０１６３】
　このように各実施形態において、制御装置（カメラ本体２０）は、第一の焦点検出手段
（焦点検出回路２５５、カメラ制御部２１２）、第二の焦点検出手段（ＡＦ信号処理部２
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０４、カメラ制御部２１２）、算出手段２１２ａ、および、制御手段２１２ｂを有する。
第一の焦点検出手段は、撮像光学系により形成された光線を受光する第一のセンサ（ＡＦ
センサ２５４）を用いて位相差検出による焦点検出を行う。第二の焦点検出手段は、撮像
光学系により形成された光線を受光する第二のセンサ（撮像センサ２０１）を用いて位相
差検出による焦点検出を行う。算出手段２１２ａは、第一の焦点検出手段からの第一の信
号（第一の焦点検出信号）と第二の焦点検出手段からの第二の信号（第二の焦点検出信号
）との差分に相当する補正情報（オフセット量）を算出する。制御手段２１２ｂは、第一
の領域において第一の信号に基づいてフォーカス制御を行い、第二の領域において第二の
信号と補正情報とに基づいてフォーカス制御を行う。
【０１６４】
　好ましくは、第一の領域は撮影画面の中央領域（枠５０１）であり、第二の領域は中央
領域（枠５０１）を囲む周囲領域（枠５０２－枠５０１）である。また好ましくは、第一
のセンサは第一の領域において焦点検出が可能なＡＦセンサ２５４であり、第二のセンサ
は第一の領域および第二の領域のそれぞれにおいて焦点検出が可能な撮像センサ（撮像素
子）２０１である。また好ましくは、制御装置は、算出手段２１２ａにより算出された補
正情報を記憶する記憶手段（ＳＤＲＡＭ２０９）を有する。そして制御手段２１２ｂは、
第一の領域に被写体が存在する場合、第一の信号に基づいてフォーカス制御を行うととも
に、補正情報を記憶手段に記憶する。また制御手段２１２ｂは、第二の領域に被写体が存
在する場合、第二の信号と記憶手段に記憶された補正情報とに基づいてフォーカス制御を
行う。
【０１６５】
　好ましくは、制御装置は、被写体を認識する認識手段（カメラ制御部２１２）を有する
。そして記憶手段は、認識手段により認識された被写体ごとに補正情報を記憶する（図７
（ｂ）参照）。また好ましくは、制御装置は、被写体の位置（被写体の撮像センサ２０１
による位相差検出方向の座標、例えばＸ座標）を検出する位置検出手段（カメラ制御部２
１２）を有する。そして記憶手段は、位置検出手段により検出された被写体の位置ごとに
補正情報を記憶する（図７（ｃ）参照）。より好ましくは、制御手段は、第二の領域に被
写体が存在する場合であって、かつ被写体の位置に対応する補正情報が記憶手段に記憶さ
れている場合、補正情報に基づいてフォーカス制御を行う。一方、制御手段は、第二の領
域に被写体が存在する場合であって、かつ被写体の位置に対応する補正情報が記憶手段に
記憶されていない場合、記憶手段に記憶された複数の補正情報を用いた補完演算により補
正情報を算出する。そして制御手段は、補完演算により算出された補正情報に基づいてフ
ォーカス制御を行う。
【０１６６】
　好ましくは、算出手段は、第一のセンサと第二のセンサとが撮像光学系により形成され
た光線を受光する時間の差に基づいて第一の信号と第二の信号との差分を算出する。また
好ましくは、制御手段は、第二の領域のうち第一の部分領域（第一の領域に近い領域）に
おいて、補正情報に対応する第一の補正量でフォーカス制御を行う。一方、制御手段は、
第二の領域のうち第一の部分領域よりも第一の領域から離れた第二の部分領域（第一の領
域から遠い領域）において、補正情報に対応する第一の補正量よりも小さい第二の補正量
でフォーカス制御を行う。また好ましくは、制御手段は、被写体が第一の領域から第二の
領域へ移動してからの経過時間が第一の経過時間である場合、補正情報に対応する第一の
補正量でフォーカス制御を行う。一方、制御手段は、経過時間が第一の経過時間よりも長
い第二の経過時間である場合、補正情報に対応する第一の補正量よりも小さい第二の補正
量でフォーカス制御を行う。また好ましくは、第一の焦点検出手段は第一の方向（１つ以
上の方向）の相関演算シフトにより焦点検出を行い、第二の焦点検出手段は第二の方向（
１つ以上の方向）の相関演算シフトにより焦点検出を行う。そして算出手段は、第一の方
向と第二の方向とを合わせて焦点検出を行って得られた差分を算出する。
【０１６７】
　好ましくは、カメラ本体２０は、撮像光学系により形成された光線の光路から退避可能
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線を観測するためのファインダ（２５６）とを有する。そして第一のセンサは、撮像光学
系により形成されてハーフミラーを透過した光線を受光する。また第二のセンサは、ハー
フミラーが光路から退避した状態で、撮像光学系により形成された光線を受光する。
【０１６８】
　（その他の実施形態）
　本発明は、上述の実施形態の１以上の機能を実現するプログラムを、ネットワーク又は
記憶媒体を介してシステム又は装置に供給し、そのシステム又は装置のコンピュータにお
ける１つ以上のプロセッサーがプログラムを読出し実行する処理でも実現可能である。ま
た、１以上の機能を実現する回路（例えば、ＡＳＩＣ）によっても実現可能である。
【０１６９】
　各実施形態の撮像装置によれば、２つのＡＦ方式による焦点検出結果の差による段のあ
る動作やハンチング動作を軽減することができる。また、２つのＡＦ方式による焦点検出
結果に対応する大きなテーブルを記憶する必要なく、少ない演算量で軽減することができ
る。このため各実施形態によれば、低コストで高速かつ高精度な焦点検出が可能な制御装
置、撮像装置、制御方法、プログラム、および、記憶媒体を提供することが可能である。
【０１７０】
　以上、本発明の好ましい実施形態について説明したが、本発明はこれらの実施形態に限
定されず、その要旨の範囲内で種々の変形および変更が可能である。
【符号の説明】
【０１７１】
２０１　撮像センサ（第二のセンサ）
２０４　ＡＦ信号処理部（第二の焦点検出手段）
２１２　カメラ制御部（第一の焦点検出手段、第二の焦点検出手段）
２１２ａ　算出手段
２１２ｂ　制御手段
２５４　ＡＦセンサ（第一のセンサ）
２５５　焦点検出回路（第一の焦点検出手段）
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