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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
撮影光学系を通過した光を光電変換により画像信号に変換して画像データを取得する撮像
手段と、
　上記撮影光学系の絞りを制御する絞り制御手段と、
　上記撮像手段の露光時間を制御するシャッタ手段と、
　被写体輝度を測定する測光手段と、
　上記測光手段の測定値に基づいて適正露光量を決定する露光量算出手段と、
　上記露光量算出手段の算出した上記適正露光量に応じて、当該適正露光量及び上記適正
露光量に対して所定量だけアンダー若しくはオーバーの露光量が得られる全ての絞り値及
びシャッタ秒時の組み合わせで撮影動作を連続的に行う制御手段と、
　上記連続撮影動作で得られた複数の上記画像データを表示可能であって、表示操作に応
じて上記連続撮影された上記複数の画像データのうちの上記適正露光量の複数の上記画像
データを同一画面上に整列表示する表示手段と、
　上記表示手段による表示動作中の選択操作に応じて、上記表示手段にて表示された上記
複数の画像データのうちいずれかを選択する選択手段と、
を具備し、
　上記表示手段は、上記選択手段によって画像選択がなされた場合、当該選択された上記
画像データと共に当該選択された上記画像データと同一絞りのオーバー画像及びアンダー
画像を表示することを特徴とする撮像装置。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、シャッタ秒時と絞り値の組み合わせを変えて複数駒の撮影が可能なブラケッ
ト撮影機能を有するカメラに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、ブラケット撮影に関する技術は、種々、提案されている。最も一般的なものは、
適正露出を中心にオーバー、アンダー露出に設定された複数駒を連続的に撮影する技術で
ある。また、その他にも、露出値を一定にしたままでシャッタ秒時と絞り値の組み合わせ
を変えて撮影するブラケット撮影もあることが知られている（例えば、特許文献１及び特
許文献２参照）。
【特許文献１】特開２００３－５１９８２号公開
【特許文献２】特許３０３６２２５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　ところで、近年のデジタルカメラの場合、高速化が進み、毎秒数十駒の撮影も可能にな
ってきた。このようなデジタルカメラに、上述した特許文献１や特許文献２に記載された
ようなブラケット撮影を適用すれば、短い時間内に豊富な写真表現バリエーションを得る
ことができる。
【０００４】
　しかしながら、撮影駒数が多くなればなるほど、その中からベストショットを選択する
作業が困難になるという課題を有している。
【０００５】
　したがって本発明の目的は、高速ブラケット連写によって得られた一連の画像の中から
、簡単で、且つ迅速に、ユーザの所望とするショットを探し出すことができる撮像装置を
提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　すなわち、請求項１に記載の発明は、撮影光学系を通過した光を光電変換により画像信
号に変換して画像データを取得する撮像手段と、上記撮影光学系の絞りを制御する絞り制
御手段と、上記撮像手段の露光時間を制御するシャッタ手段と、被写体輝度を測定する測
光手段と、上記測光手段の測定値に基づいて適正露光量を決定する露光量算出手段と、上
記露光量算出手段の算出した上記適正露光量に応じて、当該適正露光量及び上記適正露光
量に対して所定量だけアンダー若しくはオーバーの露光量が得られる全ての絞り値及びシ
ャッタ秒時の組み合わせで撮影動作を連続的に行う制御手段と、上記連続撮影動作で得ら
れた複数の上記画像データを表示可能であって、表示操作に応じて上記連続撮影された上
記複数の画像データのうちの上記適正露光量の複数の上記画像データを同一画面上に整列
表示する表示手段と、上記表示手段による表示動作中の選択操作に応じて、上記表示手段
にて表示された上記複数の画像データのうちいずれかを選択する選択手段とを具備し、上
記表示手段は、上記選択手段によって画像選択がなされた場合、当該選択された上記画像
データと共に当該選択された上記画像データと同一絞りのオーバー画像及びアンダー画像
を表示することを特徴とする。
【発明の効果】
【００２０】
　本発明によれば、高速ブラケット連写によって得られた一連の画像の中から、簡単で、
且つ迅速に、ユーザの所望とするショットを探し出すことができる撮像装置を提供するこ
とができる。
【発明を実施するための最良の形態】
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【００２１】
　以下、図面を参照して、本発明の実施形態について説明する。
【００２２】
　　（第１の実施形態）
　図１は本発明の第１の実施形態に係るデジタルカメラ（以下、単にカメラと称する）の
外観構成を示す斜視図であり、図２乃至図４は図１のデジタルカメラのレンズ鏡筒を取り
外したカメラ本体の外観構成を示すもので、図２は上面図、図３は側面図、図４は背面図
である。尚、ここでは、一例として、図１のデジタルカメラ１は、一眼レフレックス方式
のカメラを示している。
【００２３】
　図１に示されるように、このカメラ１は、レンズ鏡筒１０とカメラ本体２０とから構成
されている。上記レンズ鏡筒は、カメラ本体２０の前面に設けられている図示されないレ
ンズマウントを介して、該カメラ本体２０に着脱自在に装着可能である。
【００２４】
　カメラ本体２０の上面部には、パワースイッチレバー２１と、レリーズ釦２２と、モー
ドダイヤル２３と、サブダイヤル２４と、ホワイトバランス（ＷＢ）釦２５と、画質モー
ド釦２７と、フラッシュモード釦２８と、露出補正釦２９と、ＩＳＯ釦３０と、ＬＩＧＨ
Ｔ釦３１と動作表示用ＬＣＤ５２とが設けられている。
【００２５】
　パワースイッチレバー２１は、当該カメラ１の電源のオン／オフをするための操作部材
である。このパワースイッチレバー２１が回動操作されることにより、当該カメラ１のメ
イン電源のオン／オフが切り替えられる。
【００２６】
　レリーズ釦２２は、撮影準備動作及び露光動作を実行させるための釦である。このレリ
ーズ釦２２は、第１レリーズスイッチと第２レリーズスイッチの２段式のスイッチで構成
されており、レリーズ釦２２が半押し操作されることによって、第１レリーズスイッチが
オンされて測光処理や測距処理などの撮影準備動作が実行される。また、レリーズ釦２２
が全押し操作されることによって、第２レリーズスイッチがオンされて露光動作が実行さ
れる。
【００２７】
　モードダイヤル２３は、撮影時の撮影モードを設定するための操作部材である。このモ
ードダイヤル２３が所定方向に回転操作されることによって、撮影時の撮影モードが設定
される。図２に示される例では、例えばプログラムＡＥモード“Ｐ”、絞り優先ＡＥモー
ド“Ａ”、シャッタ優先ＡＥモード“Ｓ”、マニュアルモード“Ｍ”、シーンモード“Ｓ
ＣＮ”の５つのモードが設定可能である。
【００２８】
　ここで、プログラムＡＥモードは、カメラ１によって演算された露光条件（絞り値及び
シャッタスピード）に従って露光動作が行われるモードである。絞り優先ＡＥモードは、
ユーザによって設定された絞り値に応じてシャッタスピードが設定されて露光が行われる
モードである。シャッタ優先ＡＥモードは、ユーザによって設定されたシャッタスピード
に応じて絞り値が設定されて露光が行われるモードである。マニュアルモードは、ユーザ
によって設定された絞り値及びシャッタスピードで露光が行われるモードである。シーン
モードは、種々の撮影シーンに適した条件で撮影が行われるモードである。尚、シーンモ
ードに於いては、モードダイヤル２３を“ＳＣＮ”に設定した状態で、所望のシーンをメ
ニュー画面上で設定する必要がある。
【００２９】
　サブダイヤル２４は、他の操作部材が押された状態で操作される操作部材である。この
サブダイヤル２４が回転操作されることにより、現在ユーザによって押されている操作部
材に係る機能の設定変更を行うことが可能である。ここで、サブダイヤル２４を利用した
設定が行われている場合には、その際のカメラ１の動作状態が、動作表示用ＬＣＤ５２に
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表示される。ユーザはこの表示を見ながら設定変更を行うことができる。
【００３０】
　ＷＢ釦２５は、ホワイトバランスをどのように行うのかを設定するための釦である。こ
のＷＢ釦２５が押されている状態でダイヤル操作がなされることにより、ホワイトバラン
スの設定が、オートホワイトバランスまたはプリセットホワイトバランスに変更される。
オートホワイトバランスでは、ホワイトバランス補正がカメラ１によって自動的に行われ
る。また、プリセット光源ホワイトバランスでは、晴天時の太陽光や、蛍光灯、電球等と
いった種々の光源に応じて、予め設定された条件でホワイトバランス補正が行われる。
【００３１】
　画質モード釦２７は、画像記録時の画質モード（画像サイズと圧縮率）を設定するため
の釦である。この画質モード釦２７が押されている状態でダイヤル操作がなされることに
より画質モードが変更される。
【００３２】
　フラッシュモード釦２８は、当該カメラ１に図示しない外部フラッシュ装置が装着され
ている場合に、外部フラッシュ装置の発光モードを設定するための釦である。このフラッ
シュモード釦２８が押されている状態でダイヤル操作がなされることにより、発光モード
が、例えばオート発光モード、赤目軽減発光モード、スローシンクロモード、強制発光モ
ードの順で変更される。
【００３３】
　オート発光モードは、外部フラッシュ装置の発光量等の条件がカメラ１によって自動的
に設定されるモードである。赤目軽減発光モードは、撮影に先立って赤目軽減用のプリ発
光がなされるモードである。スローシンクロモードは、低速シャッタを併用してフラッシ
ュ発光が行われるモードであり、夜景撮影等に有効なモードである。強制発光モードは、
撮影時の条件によらずにフラッシュを発光させるモードである。
【００３４】
　露出補正釦２９は、露光動作時の露光量を補正するための露出補正値を設定するための
釦である。この露出補正釦２９が押されている状態でダイヤル操作がなされることにより
、露出補正値の値が設定変更される。露出補正値を設定することにより、例えばプログラ
ムＡＥモード等に於いて、カメラ１により自動的に演算された露光量が適正でない場合な
どでも、これを補正して撮影を行うことができる。
【００３５】
　ＩＳＯ釦３０は、露光動作時の撮像素子感度（フィルムのＩＳＯ感度に相当する）を設
定するための釦である。このＩＳＯ釦３０が押されている状態でダイヤル操作がなされる
ことにより、露光動作時の撮像素子感度の設定変更がなされる。
【００３６】
　ＬＩＧＨＴ釦３１は、後述する動作表示用ＬＣＤ５２のバックライトを点灯または消灯
するための釦である。
【００３７】
　また、カメラ本体２０の前面部には、ワンタッチホワイトバランス（ＷＢ）釦３３が設
けられている。このワンタッチＷＢ釦３３は、オートホワイトバランスやプリセットホワ
イトバランスで対応できないホワイトバランス条件を登録するための釦である。
【００３８】
　カメラ本体２０の側面部には、オートブラケット（ＢＫＴ）釦３４と、測光モード釦３
５と、ＤＲＩＶＥモード釦３６と、フォーカスモードレバー３８とが設けられている。
【００３９】
　ＢＫＴ釦３４は、ブラケット撮影時の撮影枚数や露出補正量、ホワイトバランスゲイン
を設定するための釦である。ブラケット撮影では、露光量やホワイトバランスゲインが異
なる複数枚の画像が撮影される。ＢＫＴ釦３４が押されている状態でダイヤル操作がなさ
れることにより、撮影枚数や露出補正量、ホワイトバランスゲインが変更される。
【００４０】
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　測光モード釦３５は、測光処理時の測光モードを設定するための釦である。この測光モ
ード釦３５が押されている状態でダイヤル操作がなされることにより、測光モードが、例
えばスポット測光モード、中央部重点平均測光モード、評価測光モードの順で変更される
。
【００４１】
　スポット測光モードは、画面内の極狭い範囲内の光量に基づいて測光処理が行われるモ
ードである。また、中央部重点平均測光モードは、画面内の中央部に対して重み付けがな
された平均測光が行われるモードである。更に、評価測光モードは、画面内が複数の領域
に分割されて測光処理され、分割領域毎に得られた結果が評価されることにより最終的な
測光結果が得られるモードである。
【００４２】
　ＤＲＩＶＥモード釦３６は、カメラ１の動作モードを設定するための釦である。このＤ
ＲＩＶＥモード釦３６が押されている状態でダイヤル操作がなされることにより、動作モ
ードが、例えば単写モード、連写（連続撮影）モード、セルフモード、リモコンモードの
順で変更される。
【００４３】
　単写モードは、ユーザによるレリーズ釦２２の全押し操作に応答して１フレームの画像
の撮影が行われるモードである。また、連写モードは、ユーザがレリーズ釦２２を全押し
操作している間、撮影動作が繰り返され、これによって複数フレームの画像の撮影が行わ
れるモードである。セルフモードは、レリーズ釦３０２の全押し操作後、所定時間後に露
光動作が行われる、いわゆるセルフタイマ撮影が行われるモードである。また、リモコン
モードは、カメラ１を、図示されないリモートコントローラによって操作可能にするため
のモードである。
【００４４】
　フォーカスモードレバー３８は、撮影時のＡＦモードを設定するための操作部材である
。このフォーカスモードレバー３８が切り替えられることにより、ＡＦモードが、例えば
シングルＡＦモード、コンティニュアスＡＦモード、パワーフォーカス（ＰＦ）モードの
順で変更される。
【００４５】
　上記シングルＡＦモードは、一旦、後述する撮影光学系６１の焦点制御が行われた後は
、レリーズ釦２２の半押しが解除されるまで撮影光学系６１の焦点状態が固定されるモー
ドである。コンティニュアスＡＦモードは、被写体の動きに追従して撮影光学系６１の焦
点制御が行われるモードである。ＰＦモードは、ユーザが手動で撮影光学系６１の焦点調
節を行うことができるモードである。
【００４６】
　更に、カメラ本体２０の背面部には、メインダイヤル４０と、ＡＦフレーム釦４１と、
ＡＥロック釦４２と、再生モード釦４３と、消去釦４４と、プロテクト釦４５と、情報表
示釦４６と、メニュー釦４８と、十字釦４９と、ＯＫ釦５０と、液晶モニタ５３とが設け
られている。
【００４７】
　メインダイヤル４０は、サブダイヤル２４と同一の機能を有する操作部材である。この
メインダイヤル４０が回転操作されることにより、現在ユーザによって押されている操作
部材に係る機能の設定変更を行うことが可能である。
【００４８】
　ＡＦフレーム釦４１は、撮影時のＡＦ方式を選択するための釦である。このＡＦフレー
ム釦４１が押されている状態でダイヤル操作がなされることにより、ＡＦ方式が、例えば
マルチＡＦまたはスポットＡＦに変更される。マルチＡＦでは、画面内の複数測距点の焦
点状態が検出される。一方、スポットＡＦでは、画面内の一点（複数候補の中から選択で
きる）の焦点状態が検出される。
【００４９】
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　ＡＥロック釦４２は、露光条件を固定するための釦である。このＡＥロック釦４２が押
されている間は、そのとき演算されている露光量が固定される。
【００５０】
　再生モード釦４３は、カメラ１の動作モードを、後述するＦｌａｓｈＲＯＭ９４や記録
メディア９５に記録されたＪＰＥＧファイルから画像を再生できる再生モードに切り替え
るための釦である。
【００５１】
　消去釦４４は、再生モード中に於いて、画像データ（ＪＰＥＧファイル）をＦｌａｓｈ
ＲＯＭ９４や記録メディア９５から消去するための釦である。
【００５２】
　プロテクト釦４５は、再生モード中に於いて、誤って画像データが消去されないように
、画像データにプロテクトをかけるための釦である。
【００５３】
　情報表示釦４６は、画像データの付加情報（例えば、Ｅｘｉｆ情報）に基づく画像情報
を表示させるための釦である。
【００５４】
　メニュー釦４８は、液晶モニタ５３にメニュー画面を表示させるための釦である。この
メニュー画面は、複数の階層構造から成るメニュー項目によって構成されている。ユーザ
は、所望のメニュー項目を十字釦４９で選択することができ、ＯＫ釦５０で選択した項目
を決定することができる。ここで、メニュー項目としては、例えば、ＦｌａｓｈＲＯＭ９
４や記録メディア９５のセットアップ、画像データの画質、画像処理、シーンモード等の
設定を行うことができる撮影メニュー、画像再生時の再生条件及び画像プリント時の設定
などを行うことができる再生メニュー、撮影者の好みに応じた種々の細かい設定を行うこ
とができるカスタムメニュー、及び警告音の種類等のカメラの動作状態を設定するセット
アップメニュー等がある。
【００５５】
　例えば、シーンモードの設定時には、モードダイヤル２３がシーンモード（ＳＣＮ）に
設定されている状態で、メニュー画面上で所望のシーンを選択することができる。このシ
ーンの例としては、ポートレート、スポーツ、記念撮影、風景、夜景等がある。これら選
択されたシーンに応じて露光条件、フラッシュ発光の条件、測光モード、ＡＦ方式、連写
間隔などの撮影時の撮影条件が設定される。
【００５６】
　また、液晶モニタ５３は、撮影した被写体像や各種のメニュー画面を表示するための表
示部である。
【００５７】
　図５は、カメラ１の内部の電気回路構成について詳しく示すブロック図である。
【００５８】
　図１でも説明したように、カメラ１は、レンズ鏡筒１０と、カメラ本体２０とから構成
されている。
【００５９】
　レンズ鏡筒１０の各部の制御は、レンズ制御用マイクロコンピュータ（以下、Ｌμｃｏ
ｍと略記する）６５によって行われる。一方、カメラ本体２０の各部の制御は、ボディ制
御用マイクロコンピュータ（以下、Ｂμｃｏｍと略記する）１００によって行われる。こ
こで、カメラ本体２０にレンズ鏡筒１０が装着された際には、通信コネクタ５５を介して
Ｌμｃｏｍ６５とＢμｃｏｍ１００とが通信可能に接続される。この場合、カメラシステ
ムとして、Ｌμｃｏｍ６５がＢμｃｏｍ１００に従属するようにして稼動するようになっ
ている。
【００６０】
　上記レンズ鏡筒１０は、撮影光学系６１と、絞り６２と、レンズ駆動機構６３と、絞り
駆動機構６４と、Ｌμｃｏｍ６５とから構成されている。図５に於いては、撮影光学系６
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１を構成する複数の光学レンズを１つの光学レンズで代表して図示している。
【００６１】
　上記撮影光学系６１は、レンズ駆動機構６３内に存在する図示されないＤＣモータによ
り、その光軸方向に駆動される。また、撮影光学系６１の後方には絞り６２が設けられて
いる。この絞り６２は、絞り駆動機構６４内に存在する図示されないステッピングモータ
によって開閉駆動される。絞り６４の開閉が制御されることによって、撮影光学系６１を
介してカメラ本体２０に入射する被写体からの光束の光量が制御される。
【００６２】
　尚、レンズ駆動機構６３内のＤＣモータの制御及び絞り駆動機構６４内のステッピング
モータの制御は、Ｂμｃｏｍ１００の指令を受けたＬμｃｏｍ６５によって行われる。
【００６３】
　一方、カメラ本体２０の内部には、メインミラー７１と、フォーカシングスクリーン７
２と、ペンタプリズム７３と、接眼レンズ７４とから構成されるファインダ装置が設けら
れている。カメラ１が通常状態にある場合には、上述したように、撮影光学系６１を介し
て入射された被写体からの光束の一部がメインミラー７１で反射される。これによって、
フォーカシングスクリーン７２、ペンタプリズム７３、及び接眼レンズ７４を介して観察
用の像が形成される。
【００６４】
　ここで、ペンタプリズム７３の近傍には、測光回路１０１が設けられている。ペンタプ
リズム７３を通過した光束の一部が、測光回路１０１内の図示されないホトセンサに入射
するようになっている。測光回路１０１では、ホトセンサで検出された光束の光量に基づ
いて、周知の測光処理が行われる。測光回路１０１で処理された結果は、Ｂμｃｏｍ１０
０に送信される。Ｂμｃｏｍ１００では、測光回路１０１から入力された結果に基づいて
、撮影時の露光量が演算される。この結果は、Ｂμｃｏｍ１００からＬμｃｏｍ６５に送
信される。Ｌμｃｏｍ６５では、Ｂμｃｏｍ１００から通知された露光量に基づいて絞り
６２の駆動制御が行われる。
【００６５】
　また、上記メインミラー７１の中央部はハーフミラーになっており、該メインミラー７
１がダウン（図示の位置）した際に一部の光束が透過する。そして、この透過した光束は
、メインミラー７１に設置されたサブミラー７６で反射され、自動焦点調節処理（ＡＦ処
理）を行うためのＡＦセンサユニット７７に導かれる。ＡＦセンサユニット７７の内部に
は、例えば位相差方式のＡＦを行うためのＡＦセンサが設けられている。このＡＦセンサ
に入射した光束は、電気信号に変換される。ＡＦセンサユニット７７のＡＦセンサからの
出力は、ＡＦセンサ駆動回路７９を介してＢμｃｏｍ１００へ送信される。そして、Ｂμ
ｃｏｍ１００に於いて測距処理が行われ、撮影光学系６１の焦点状態が演算される。この
結果は、Ｂμｃｏｍ１００からＬμｃｏｍ６５に送信される。Ｌμｃｏｍ６５では、Ｂμ
ｃｏｍ１００から通知された焦点状態に基づいて撮影光学系６１の駆動制御が行われる。
【００６６】
　また、カメラ１が撮影動作状態にある場合は、メインミラー７１が撮影光学系６１の光
軸から退避する所定のアップ位置（図示せず）に移動される。このようなメインミラー７
１の駆動は、ミラー駆動機構７８によって行われる。また、ミラー駆動機構７８の制御は
、Ｂμｃｏｍ１００によって行われる。尚、メインミラー７１がアップ位置に移動された
場合には、それに伴ってサブミラー７６が折り畳まれるようになっている。
【００６７】
　メインミラー７１がアップ位置に移動されることによって、撮影光学系６１を透過した
被写体からの光束は、シャッタ部８１の方向に入射する。フォーカルプレーン式のシャッ
タ部８１を構成する先幕と後幕とを駆動するためのばね力は、シャッタチャージ機構８７
によってチャージされる。また、先幕と後幕の駆動は、シャッタ制御回路８８によって行
われる。これらシャッタチャージ機構８７及びシャッタ制御回路８８は、Ｂμｃｏｍ１０
０によって制御される。
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【００６８】
　シャッタ部８１を通過した光束は、シャッタ部８１の後方に配置された撮像ユニット８
２内部の撮像素子８３に入射する。この撮像素子８３は、該撮像素子８３と撮影光学系６
１との間に配設された防塵フィルタ８４によって保護されている。この防塵フィルタ８４
は、例えばガラス等の透明部材で構成されている。また、防塵フィルタ８４の周縁部には
、該防塵フィルタ８４を所定の振動周波数で振動させるための圧電素子８５が取り付けら
れている。圧電素子８５は、２つの電極を有しており、防塵フィルタ駆動回路８９によっ
て駆動される。また、防塵フィルタ８４の制御は、Ｂμｃｏｍ１００によって行われる。
防塵フィルタ駆動回路８９によって圧電素子８５を振動させることによって、防塵フィル
タ８４が振動する。これによって、防塵フィルタ８４の表面に付着した塵埃が払い落とさ
れる。
【００６９】
　ここで、撮像素子８３と圧電素子８５とは、防塵フィルタ８４を一面とするケース内に
一体的に収納されている。これにより、撮像素子８３への塵埃の付着を確実に防止するこ
とができる。
【００７０】
　また、撮像ユニット８２の近傍には、温度測定回路１０２が設けられている。通常、温
度はガラス製の物材の弾性係数に影響する。つまり、温度の変化は、防塵フィルタ８４の
固有振動数を変化させる要因の１つとなるため、防塵フィルタ８４を振動させる際には、
常にその周辺温度が計測されるようにしている。尚、温度測定回路１０２の温度測定ポイ
ントは、防塵フィルタ８４の振動面の極近傍に設定することが好ましい。このように、温
度の変化を考慮しながら防塵フィルタ８４の振動を制御することにより、常に最適な条件
で防塵フィルタ８４を振動させることが可能である。
【００７１】
　上記撮像素子８３で得られた電気信号（画像信号）は、所定タイミング毎に撮像インタ
ーフェイス回路９１を介して読み出されてデジタル化される。撮像インターフェイス回路
９１でデジタル化されて得られた画像データは、画像処理コントローラ９２を介して、Ｓ
ＤＲＡＭ等で構成されたバッファメモリ９３に格納される。ここで、バッファメモリ９３
は、画像データ等のデータの一時保管用メモリであり、画像データに各種処理が施される
際のワークエリア等に利用される。
【００７２】
　また、電子ビューファインダ（ＥＶＦ）表示が行われる時には、撮像インターフェイス
回路９１を介して読み出され、バッファメモリ９３に格納された画像データが画像処理コ
ントローラ９２によって読み出される。この画像処理コントローラ９２によって読み出さ
れた画像データは、ＥＶＦ表示用のホワイトバランス補正等の画像処理が施された後、バ
ッファメモリ９３に格納される。その後、バッファメモリ９３に格納された画像データは
、フレーム単位で画像処理コントローラ９２によって読み出されてビデオ信号に変換され
る。このビデオ信号は、表示用の所定のサイズにリサイズされた後、表示手段としての液
晶モニタ５３に表示される。尚、ＥＶＦ表示は、メインミラー７１がアップ位置にある場
合に行われる。
【００７３】
　また、撮影終了後には、撮像インターフェイス回路９１を介して読み出され、バッファ
メモリ９３に格納された画像データが画像処理コントローラ９２によって読み出される。
画像処理コントローラ９２によって読み出された画像データは、ホワイトバランス補正や
、階調補正、色補正等の周知の画像処理が施された後、バッファメモリ９３に格納される
。その後、バッファメモリ９３に格納された画像データが画像処理コントローラ９２によ
って読み出されてビデオ信号に変換され、表示用の所定のサイズにリサイズされた後、液
晶モニタ５３に出力表示される。ユーザは、液晶モニタ５３に表示された画像により、撮
影した画像を確認することができる。
【００７４】
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　また、画像記録時には、画像処理コントローラ９２によって処理された画像データが、
ＪＰＥＧ方式等の周知の圧縮方式によって圧縮される。ＪＰＥＧ圧縮によって得られたＪ
ＰＥＧデータは、バッファメモリ９３に格納された後、所定のヘッダ情報が付加されたＪ
ＰＥＧファイルとして、ＦｌａｓｈＲＯＭ９４や記録メディア９５に記録される。ここで
、ＦｌａｓｈＲＯＭ９４はカメラ１に内蔵のメモリを想定しており、記録メディア９５は
カメラ１の外部に装着されるものを想定している。記録メディア９５としては、例えばカ
、メラ１に着脱自在に構成されたメモリカードやハードディスクドライブ等が用いられる
。
【００７５】
　また、ＦｌａｓｈＲＯＭ９４や記録メディア９５に記録されたＪＰＥＧファイルから画
像を再生する際には、ＦｌａｓｈＲＯＭ９４や記録メディア９５に記録されたＪＰＥＧデ
ータが、画像処理コントローラ９２によって読み出されて伸長される。その後、この伸長
データがビデオ信号に変換された後、表示用の所定のサイズにリサイズされ、液晶モニタ
５３に出力表示される。
【００７６】
　更に、Ｂμｃｏｍ１００には、動作表示用ＬＣＤ５２と、不揮発性メモリ１０３と、カ
メラ操作スイッチ（ＳＷ）１０５と、電源回路１０６が接続されている。
【００７７】
　上記動作表示用ＬＣＤ５２は、当該カメラ１の動作状態を表示出力によってユーザに告
知するためのものである。上記不揮発性メモリ１０３は、カメラ制御に必要な所定の制御
パラメータを記憶するもので、Ｂμｃｏｍ１００とアクセス可能に接続されている。この
不揮発性メモリ１０３は、例えば、書き換え可能なＥＥＰＲＯＭで構成されている。
【００７８】
　更に、カメラ操作スイッチ１０５は、当該カメラ１の各種操作部材の操作状態を検出す
るための各種スイッチにより構成されている。上記電源回路１０６には、電源としての電
池１０７が接続されている。電源回路１０６では、電池１０７の電圧が、当該カメラシス
テムの各部が必要とする電圧に変換され、当該カメラシステムの各部に供給される。
【００７９】
　次に、図６のフローチャートを参照して、上述した構成のカメラ１の撮影時の動作につ
いて説明する。尚、この図６のフローチャートの処理は、ユーザによってレリーズ釦２２
が半押しされた時点で開始される。
【００８０】
　先ず、ステップＳ１にて、ユーザによってレリーズ釦２２が半押しされると、第１レリ
ーズスイッチがオンされる。これに応じて、測光回路１０１に於いて測光処理が行われる
。この結果は、Ｂμｃｏｍ１００に送信され、Ｂμｃｏｍ１００に於いて露光量が演算さ
れる。次に、ステップＳ２にて、ＡＦセンサユニット７７に於いて検出された信号が、Ａ
Ｆセンサ駆動回路７９を介してＢμｃｏｍ１００へ送信される。これに応じて、Ｂμｃｏ
ｍ１００に於いて測距処理が行われて、撮影光学系６１の焦点状態が演算される。そして
、この焦点状態に応じてＬμｃｏｍ６５にて焦点調節に必要な撮影光学系６１の駆動量が
演算される。更に、ここで演算された駆動量に基づいて、撮影光学系６１の駆動が行われ
る。
【００８１】
　その後、ステップＳ３に於いて、ユーザによって第２レリーズスイッチがオンされたか
否か、すなわち、レリーズ釦２２が全押しされたか否かが判定される。ここで、第２レリ
ーズスイッチがオンされていない場合には、ステップＳ４に移行して、第１レリーズスイ
ッチがオンのままであるか否かが判定される。そして、ステップＳ４に於いて、第１レリ
ーズスイッチがオンのままである場合には、上記ステップＳ３に移行する。一方、ステッ
プＳ４に於いて、第１レリーズスイッチがオフにされた場合には、本ルーチンを抜けて、
図示されないカメラ１のメインの処理に復帰する。
【００８２】
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　また、ステップＳ３に於いて、第２レリーズスイッチがオンされた場合には、ステップ
Ｓ５に移行してメインミラー７１がアップ位置に移動される。次に、ステップＳ６に於い
て、カメラ１の動作モードがブラケット連写モードであるか否かが判定される。ここで、
動作モードがブラケット連写モードであった場合はステップＳ７へ移行し、そうでない場
合はステップＳ２０へ移行する。
【００８３】
　連写モードの処理が開始されると、先ず、ステップＳ７にて、適正露光になる全ての組
み合わせ（例えば、９つ）が算出される。続いて、ステップＳ８にて、上記ステップＳ７
で算出された組み合わせの数が“ｎ”として設定される。
【００８４】
　ステップＳ９では、適正露光となるべく演算された露光量に基づいて絞り６２が設定さ
れる。次いで、ステップＳ１０に於いて、撮像素子８３による撮像動作が開始される。そ
の後、ステップＳ１１にて、上記ステップＳ１で演算された露光量に基づいて、シャッタ
部８１の開閉駆動が行われる。シャッタ部８１が閉じられた後は、ステップＳ１２に於い
て、撮像素子８３の撮像動作が停止される。
【００８５】
　次に、ステップＳ１３にて、撮像素子８３で得られた画像信号に基づいてＥＶＦ表示が
開始される。ここで、メインミラー７１がアップ位置に移動されている間は、ファインダ
装置による被写体観察を行うことができない。連写モードの場合には、メインミラー７１
がアップ位置に移動されている状態で複数回の撮影が行われるため、連写の間にも被写体
観察を行うことができるように、このようなＥＶＦ表示が行われるようになっている。
【００８６】
　その後、ステップＳ１４にて、撮像素子８３で得られた画像信号に基づく画像データが
、バッファメモリ９３に格納される。尚、バッファメモリ９３は、高速連写によって撮影
される多数の画像データを一時格納するのに十分な容量を有しているものである。
【００８７】
　次に、ステップＳ１５に於いて、上記ステップＳ８にて設定された枚数“ｎ”の撮影が
終了したか否かが判定される。ここで、まだ撮影枚数がｎ枚に達していない場合は、上記
ステップＳ９へ移行してステップＳ９～Ｓ１５の処理が繰り返される。一方、ステップＳ
１５に於いて、撮影枚数がｎ枚に到達した場合は、ステップＳ１６へ移行して、連写撮影
が終了される。
【００８８】
　すなわち、先ず、ステップＳ１６にてＥＶＦ表示が終了される。次いで、ステップＳ１
７にて絞り６２が開放され、ステップＳ１８にてメインミラー７１がダウン位置に移動さ
れる。そして、ステップＳ１９にて、バッファメモリ９３に格納された画像データが、例
えばＪＰＥＧ形式でＦｌａｓｈＲＯＭ９４や記録メディア９５に記録される。その後、本
ルーチンを抜けて、カメラ１のメインの処理に復帰する。
【００８９】
　一方、上記ステップＳ６にて、カメラ１の動作モードがブラケット連写モードでない場
合には、単写モードの処理が開始される。先ず、ステップＳ２０に於いて、プログラム線
図等に基づいて最適な組み合わせが算出される。次いで、ステップＳ２１にて、上記ステ
ップＳ１で演算された露光量に基づいて絞り６２の絞りが設定される。更に、ステップＳ
２２にて、撮像素子８３による撮像動作が開始される。その後、ステップＳ２３にて、上
記ステップＳ１で演算された露光量に基づいてシャッタ部８１の開閉駆動が行われる。そ
して、シャッタ部８１が閉じられた後、ステップＳ２４にて撮像素子８３の撮像動作が停
止される。更に、ステップＳ２５では、撮像素子８３より得られた画像データが、例えば
ＪＰＥＧ形式でＦｌａｓｈＲＯＭ９４や記録メディア９５に記録される。
【００９０】
　次に、ステップＳ２６にて絞り６２が開放され、続くステップＳ２７に於いて、メイン
ミラー７１がダウン位置に移動される。そして、ステップＳ２８に於いて、ユーザによっ
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て第１レリーズスイッチがオフされたか否かが判定される。このステップＳ２８の判定は
、第１レリーズスイッチがオフにされるまで繰り返される。ステップＳ２８に於いて、第
１レリーズスイッチがオフにされた場合には、本ルーチンを抜けて、カメラ１のメインの
処理に復帰する。
【００９１】
　図７は、上述したブラケット連写モードに於ける適正露光の組み合わせの一例を示した
図である。この場合、シャッタ秒時の短い順に、９駒の連続撮影動作が実行されるように
なっていることが表されている。
【００９２】
　次に、図８のフローチャートを参照して、ブラケット連写モードによってＦｌａｓｈＲ
ＯＭ９４や記録メディア９５に記録された画像データが再生される際の処理について説明
する。尚、図８の処理は、Ｂμｃｏｍ１００及び画像処理コントローラ９２とによって行
われる。
【００９３】
　ユーザによって、再生モード釦４３が押され、カメラ１の動作モードが再生モードに切
り替えられると、図８のフローチャートに従った処理が開始される。先ず、ステップＳ３
１にてＦｌａｓｈＲＯＭ９４または記録メディア９５に記録されている複数の画像の中か
ら、液晶モニタ５３に表示されるべく最新の画像が選択される。続くステップＳ３２では
、ブラケット連写モードで撮影された画像であるのか単写モードで撮影された画像である
のかが判定される。
【００９４】
　ここで、最新の画像とは、単写撮影の場合は最後に撮影された画像のことであるが、連
写撮影によって得られた一連の画像の中の最後の画像の場合には、連写撮影の最初の画像
が最新の画像として表示される。したがって、上記ステップＳ３２にて、ブラケット連写
画像であると判定された場合は、ステップＳ３３に移行して、連写撮影の最初の画像が最
新の画像として液晶モニタ５３に表示される。尚、このステップＳ３３のサブルーチン「
連写画像表示」の詳細な処理動作については後述する。一方、上記ステップＳ３２にて単
写撮影であると判定された場合は、ステップＳ３４に移行して最後に撮影された画像が液
晶モニタ５３に表示される。
【００９５】
　上記ステップＳ３３またはＳ３４にて、最新の画像が液晶モニタ５３に表示された後、
ステップＳ３５に於いて、再生モードを終了するか否かが判定される。ここで、再生モー
ドが終了する場合はステップＳ３８へ移行するが、終了しない場合はステップＳ３６へ移
行する。ステップＳ３６では、十字釦４９が押されたか否かが判定される。ここで、十字
釦４９の操作が無い場合は上記ステップＳ３５へ移行する。一方、ステップＳ３６にて十
字釦４９の操作があった場合は、続くステップＳ３７にて、十字釦４９の操作に応じた画
像が選択される。その後、上記ステップＳ３２へ移行する。
【００９６】
　次に、図９のフローチャートを参照して、図８のフローチャートのステップＳ３３に於
けるサブルーチン「連写画像表示」の動作について説明する。
【００９７】
　本サブルーチンに入ると、先ずステップＳ４１にて、当該連写画像のマルチインデック
ス表示がなされる。これは、例えば、図１０（ａ）に示されるように、液晶モニタ５３の
左上から撮影順に、図７に示される適正露光の組み合わせによる画像１１０ａ～１１０ｉ
が、整列して表示される。次いで、ステップＳ４２にて、液晶モニタ５３に表示されてい
る画像のうち、先ず左上の画像１１０ａが選択される。ここでは、モニタ画面上で選択さ
れた画像をユーザが識別することができるようにするために、枠（図示せず）が付けられ
る。
【００９８】
　次に、ステップＳ４３に於いて、十字釦４９が操作されたか否かが判定される。ここで
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、十字釦４９が操作されたならば、ステップＳ４４に移行して、その十字釦４９の操作に
応じた画像が選択される。つまり、上述した枠によって、選択された画像が画像１１０ａ
～１１０ｉの中から選択される。そして、上記ステップＳ４４にて画像が選択された場合
、及び上記ステップＳ４３で十字釦４９が操作されない場合は、ステップＳ４５に於いて
ＯＫ釦５０の状態が判定される。ここで、ＯＫ釦５０がオンされていればステップＳ４６
へ移行し、オフであれば上記ステップＳ４３へ移行する。
【００９９】
　ステップＳ４６では、上記ステップＳ４２若しくはＳ４４にて選択された画像が、液晶
モニタ５３に拡大表示される。例えば、図１０（ｂ）に示される画像１１１は、上記ステ
ップＳ４１で表示されている図１０（ａ）のマルチインデックス画像のうち、画像１１０
ｃが拡大表示された例を示している。そして、ステップＳ４７にてＯＫ釦４９がオンされ
ると、本サブルーチンを抜けて図８のフローチャートのステップＳ３５へ移行する。
【０１００】
　このように、本実施形態によれば、適正露光値に於いて、絞りとシャッタ秒時の組み合
わせを変化させて得られた一連の画像の中から、簡単で、且つ迅速にユーザの所望とする
駒の画像を探し出すことができる。
【０１０１】
　尚、上述した第１の実施形態では、連写の速度を速めるために、連写撮影が行われる前
にメインミラーをアップし、連写撮影が終了すると該メインミラーをダウンさせるように
していたが、これに限られるものではない。すなわち、露光毎に開放→絞り込み→開放→
…の動作が行われてメインミラーのアップ、ダウンが繰り返されるようにしてもよい。
【０１０２】
　　（第２の実施形態）
　次に、本発明の第２の実施形態について説明する。　
　上述した第１の実施形態では、マルチインデックス画像として表示されるのは、適正露
光値の組み合わせによる駒だけであった。これに対し、本第２の実施形態では、適正露光
値の組み合わせによる駒に加えて、それぞれの露光値の±１ＥＶの駒をマルチインデック
ス画像として表示できるようにしている。
【０１０３】
　以下、本発明の第２の実施形態の動作ついて説明する。　
　尚、第２の実施形態に於けるカメラの構成及び基本的な動作については、図１乃至図７
に示される第１の実施形態のカメラの構成及び動作と同じであるので、同一の部分には同
一の参照番号を付して、その図示及び説明を省略し、異なる部分についてのみ説明する。
【０１０４】
　図１１は、第２の実施形態に於いてブラケット連写モードに於ける適正露光の組み合わ
せの一例を示した図である。この場合、シャッタ秒時の短い順に、それぞれ適正露光値の
画像とその同一絞りのオーバー画像及びアンダー画像の２７駒の連続撮影動作が実行され
るようになっていることが表されている。
【０１０５】
　次に、第２の実施形態に於けるブラケット連写モードによってＦｌａｓｈＲＯＭ９４や
記録メディア９５に記録された画像データが再生される際の処理について説明する。尚、
本第２の実施形態に於ける画像データの再生動作は、図８のフローチャートのステップＳ
３３に於けるサブルーチン「連写画像表示」の動作が異なるだけである。したがって、サ
ブルーチン「連写画像表示」についてのみ説明するものとし、その他の動作については図
８に示されるフローチャートの各処理動作と同じであるので、ステップＳ３１、Ｓ３２及
びＳ３４～Ｓ３８の処理動作を参照してその説明は省略する。
【０１０６】
　図１２は、図８のフローチャートのステップＳ３３に於けるサブルーチン「連写画像表
示」の第２の実施形態に於ける動作について説明するフローチャートである。　
　以下、図１２のフローチャートを参照して説明する。
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【０１０８】
　本サブルーチンに入ると、先ずステップＳ５１にて、当該連写画像に於いて、適正露光
の画像のみマルチインデックス表示がなされる。これは、例えば、図１３（ａ）に示され
るように、液晶モニタ５３の左上から撮影順に、図１１に示される適正露光の組み合わせ
のうち露出が±０ＥＶの画像１１２ａ～１１２ｉが、整列して表示される。次いで、ステ
ップＳ５２にて、液晶モニタ５３に表示されている画像のうち、先ず左上の画像１１２ａ
が選択される。ここでは、モニタ画面上で選択された画像をユーザが識別することができ
るようにするために、枠（図示せず）が付けられる。
【０１０９】
　次に、ステップＳ５３に於いて、十字釦４９が操作されたか否かが判定される。ここで
、十字釦４９が操作されたならば、ステップＳ５４に移行して、その十字釦４９の操作に
応じた画像が選択される。つまり、上述した枠によって、選択された画像が画像１１２ａ
～１１２ｉの中から選択される。そして、上記ステップＳ５４にて画像が選択された場合
、及び上記ステップＳ５３で十字釦４９が操作されない場合は、ステップＳ５５に於いて
ＯＫ釦５０の状態が判定される。ここで、ＯＫ釦５０がオンされていればステップＳ５６
へ移行し、オフであれば上記ステップＳ５３へ移行する。
【０１１０】
　そして、ステップＳ５６では、ＯＫ釦５０によって確定（選択）された画像と、当該画
像と同一の絞りのオーバー画像とアンダー画像が、液晶モニタ５３に並べて表示される。
例えば、図１３（ａ）に示される画像１１２ｃが選択されたとすると、図１３（ｂ）に示
されるように、適正露光値で絞り：Ｆ２．８の画像１１３ｂを中心に、アンダー画像１１
３ａ及びオーバー画像１１３ｃが、それぞれ左右に並べて表示される。
【０１１１】
　次に、ステップＳ５７に於いて、十字釦４９が操作されたか否かが判定される。ここで
、十字釦４９が操作されたならば、ステップＳ５８に移行して、その十字釦４９の操作に
応じた画像が選択される。つまり、上述した枠によって、選択された画像が画像１１３ａ
～１１３ｃの中から選択される。一方、十字釦４９が操作されない場合は、適正露光値の
画像１１３ｂが選択されたことになる。そして、上記ステップＳ５８にて画像が選択され
た場合、及び上記ステップＳ５７で十字釦４９が操作されない場合は、ステップＳ５９に
於いてＯＫ釦５０の状態が判定される。ここで、ＯＫ釦５０がオンされていればステップ
Ｓ６０へ移行し、オフであれば上記ステップＳ５７へ移行する。
【０１１２】
　ステップＳ６０では、上記ステップＳ５２、Ｓ５４若しくはＳ５８にて選択された画像
が、液晶モニタ５３に拡大表示される。例えば、図１３（ｃ）に示される画像１１４は、
上記ステップＳ５６で表示されている図１３（ｂ）のマルチインデックス画像のうち、画
像１１３ａが拡大表示された例を示している。そして、ステップＳ６１にてＯＫ釦４９が
オンされると、本サブルーチンを抜けて図８のフローチャートのステップＳ３５へ移行す
る。
【０１１３】
　このように、第２の実施形態によれば、適正露光値及び当該露光値の±１ＥＶの駒をマ
ルチインデックス画像として表示できるようにしたので、絞りとシャッタ秒時の組み合わ
せを変化させて得られた、更に多くの一連の画像の中から、簡単で、且つ迅速にユーザの
所望とする駒の画像を探し出すことができる。
【０１１４】
　また、上述した第２の実施形態では、適正露光値の駒をマルチインデックス表示した後
、適正露光値及び当該露光値の±１ＥＶの駒をマルチインデックス画像として表示できる
ようにしていた。しかしながら、これに限られずに、適正露光値の駒をマルチインデック
ス表示した後に、適正露光値及び当該露光値の±１ＥＶの駒と、更に上記適正露光値の駒
に対して１段階異なる絞り値に於ける適正露光値及び当該露光値の±１ＥＶの駒の画像を
もマルチインデックス画像として表示するようにしてもよい。
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【０１１５】
　図１４は、こうした第２の実施形態の変形例によるマルチインデックス表示の例を説明
する図である。例えば、図１４（ａ）に示される画像１１２ａ～１１２ｉから画像１１２
ｃが選択されたとする。すると、液晶モニタ５３の中央に適正露光値で絞り：Ｆ２．８の
画像１１６ｅ、その左右にアンダー画像１１６ｄ及びオーバー画像１１６ｆが、並べて表
示される。更に、絞りＦ：２．８より１段開放側の絞りＦ：２の適正露光値の画像１１６
ｂと、そのアンダー画像１１６ａ及びオーバー画像１１６ｃと、絞りＦ：２．８より１段
小さい絞りＦ：４の適正露光値の画像１１６ｈと、そのアンダー画像１１６ｇ及びオーバ
ー画像１１６ｉが、図１４（ｂ）に示されるように、液晶モニタ５３の同一の画面にマル
チインデックス表示される。
【０１１６】
　このマルチインデックス表示の画像から、ユーザが所望の駒の画像を選択すると、液晶
モニタに当該画像が拡大表示される。例えば、図１４（ｂ）に示されるマルチインデック
ス画像のうち、画像１１６ｇが選択されると、図１４（ｃ）に示されるように、液晶モニ
タ５３に画像１１７として拡大表示される。
【０１１７】
　以上実施形態に基づいて本発明を説明したが、本発明は上記した実施形態に限定される
ものではなく、本発明の要旨の範囲内で種々の変形や応用が可能なことは勿論である。
【図面の簡単な説明】
【０１１８】
【図１】本発明の第１の実施形態に係るデジタルカメラの外観構成を示す斜視図である。
【図２】図１のデジタルカメラのレンズ鏡筒を取り外したカメラ本体の外観構成を示す上
面図である。
【図３】図１のデジタルカメラのレンズ鏡筒を取り外したカメラ本体の外観構成を示す側
面図である。
【図４】図１のデジタルカメラのレンズ鏡筒を取り外したカメラ本体の外観構成を示す背
面図である。
【図５】カメラ１の内部の電気回路構成について詳しく示すブロック図である。
【図６】カメラ１の撮影時の動作について説明するフローチャートである。
【図７】ブラケット連写モードに於ける適正露光の組み合わせの一例を示した図である。
【図８】ブラケット連写モードによってＦｌａｓｈＲＯＭ９４や記録メディア９５に記録
された画像データが再生される際の処理について説明するフローチャートでる。
【図９】図８のフローチャートのステップＳ３３に於けるサブルーチン「連写画像表示」
の動作について説明するフローチャートである。
【図１０】第１の実施形態によるマルチインデックス表示の例を説明する図である。
【図１１】本発明の第２の実施形態に於いてブラケット連写モードに於ける適正露光の組
み合わせの一例を示した図である。
【図１２】図８のフローチャートのステップＳ３３に於けるサブルーチン「連写画像表示
」の第２の実施形態に於ける動作について説明するフローチャートである。
【図１３】第２の実施形態によるマルチインデックス表示の例を説明する図である。
【図１４】第２の実施形態の変形例によるマルチインデックス表示の例を説明する図であ
る。
【符号の説明】
【０１１９】
　１…デジタルカメラ（カメラ）、１０…レンズ鏡筒、２０…カメラ本体、２２…レリー
ズ釦、４３…再生モード釦、４８…メニュー釦、４９…十字釦、５０…ＯＫ釦、５２…動
作表示用ＬＣＤ、５３…液晶モニタ、５５…通信コネクタ、６１…撮影光学系、６２…絞
り、６３…レンズ駆動機構、６４…絞り駆動機構、６５…レンズ制御用マイクロコンピュ
ータ（Ｌμｃｏｍ）、７１…メインミラー、７２…フォーカシングスクリーン、７３…ペ
ンタプリズム、７４…接眼レンズ、７６…サブミラー、７７…ＡＦセンサユニット、７８
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…ミラー駆動機構、７９…ＡＦセンサ駆動回路、８１…シャッタ部、８２…撮像ユニット
、８３…撮像素子、８４…防塵フィルタ、８５…圧電素子、８７…シャッタチャージ機構
、８８…シャッタ制御回路、８９…防塵フィルタ駆動回路、９１…撮像インターフェイス
回路、９２…画像処理コントローラ、９３…バッファメモリ、９４…ＦｌａｓｈＲＯＭ、
９５…記録メディア、１００…ボディ制御用マイクロコンピュータ（Ｂμｃｏｍ）、１０
１…測光回路、１０２…温度測定回路、１０３…不揮発性メモリ、１０５…カメラ操作ス
イッチ（ＳＷ）、１０６…電源回路。

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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【図５】 【図６】

【図７】

【図８】

【図９】
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【図１０】 【図１１】

【図１２】 【図１３】
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【図１４】
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