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(57)【要約】
【課題】コントラスト式焦点検出、位相差式焦点検出を
効果的に適用してＡＦ処理を行う。
【解決手段】測光センサ２０Ａ、測距センサ１８Ａを備
えたデジタルカメラ１０において、測距センサ１８Ａを
利用した位相差式焦点検出と、測光センサ２０Ａを用い
たコントラスト式焦点検出をユーザ設定により選択的に
実行する。また、位相差式焦点検出が設定されている場
合において、被写体特性、被写体エリアが位相差式焦点
検出では合焦判断困難な場合、コントラスト式焦点検出
に切り替える。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　撮影光学系を通った被写体光を、光学ファインダおよび位相差測距用撮像素子へ選択的
に導くミラーと、
　前記光学ファインダに導かれた被写体光が結像される測光用２次元撮像素子と、
　前記測距用撮像素子を用いた位相差式焦点検出と前記２次元撮像素子を用いたコントラ
スト式焦点検出のいずれかを焦点検出方式として選択、設定する焦点検出方法選択部と、
　設定された焦点検出方法に従い、前記測距用撮像素子から読み出される画素信号に基づ
いた位相差方式による焦点検出、および前記２次元撮像素子から読み出される画素信号に
基づいたコントラスト方式による焦点検出のいずれかを実行する焦点検出部と、
　前記撮影光学系を駆動させて合焦動作を実行する焦点調整部と
　を備えたことを特徴とするカメラ。
【請求項２】
　前記焦点検出方法選択部が、位相差式焦点検出が設定された状態において、位相差式焦
点検出からコントラスト式焦点検出へ切り替え設定可能であることを特徴とする請求項１
に記載のカメラ。
【請求項３】
　前記焦点検出方法選択部が、被写体像の中で設定された焦点検出対象エリアが前記測距
用撮像素子の焦点検出可能なエリアから外れる場合、位相差式焦点検出からコントラスト
式焦点検出へ切り替えることを特徴とする請求項２に記載のカメラ。
【請求項４】
　前記焦点検出方法選択部が、位相差式焦点検出では合焦／非合焦が判断できない場合、
位相差式焦点検出からコントラスト式焦点検出へ切り替えることを特徴とする請求項２乃
至３のいずれかに記載のカメラ。
【請求項５】
　前記焦点検出方法選択部が、ユーザによる設定操作に応じて、位相差式焦点検出および
コントラスト式焦点検出いずれかを設定することを特徴とする請求項１乃至４のいずれか
に記載のカメラ。
【請求項６】
　前記ミラーに対しカメラ後方に配置され、前記撮影光学系を通った被写体光が結像され
る撮影用撮像素子をさらに備え、
　前記焦点検出方法選択部が、前記２次元撮像素子を用いたコントラスト式焦点検出と、
前記撮影用撮像素子を用いたイメージセンサ対象コントスト式焦点検出のうちいずれかを
、コントラスト式焦点検出として選択、設定し、
　前記焦点検出部が、設定された焦点検出方法に従い、前記２次元撮像素子から読み出さ
れる画素信号に基づいたコントラスト式焦点検出、前記撮影用撮像素子から読み出される
画素信号に基づいたイメージセンサ対象コントラスト式焦点検出のいずれかを実行するこ
とを特徴とする請求項１乃至５のいずれかに記載のカメラ。
【請求項７】
　前記２次元撮像素子から出力される画素信号に基づいて、カメラ背面に設けられた表示
部に被写体像をライブビュー表示する表示制御部をさらに備え、
　前記表示制御部が、設定されたコントラスト式焦点検出方法に従い、前記撮影用撮像素
子による被写体像もしくは前記２次元撮像素子による被写体像を、前記表示部へ選択的に
ライブビュー表示することを特徴とする請求項１に記載のカメラ。
【請求項８】
　撮影光学系を通り、光学ファインダに導かれた被写体光が結像される測光用２次元撮像
素子と、
　前記２次元撮像素子から読み出される画素信号に基づき、被写体の明るさを検出する明
るさ検出部と、
　焦点位置が連続的に変化している間に前記２次元撮像素子から読み出される画素信号に
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基づき、コントラスト方式による焦点検出を実行する焦点検出部と
　を備えたことを特徴とする撮像装置。
【請求項９】
　撮影光学系を通り、光学ファインダに導かれた被写体光を、測光用２次元撮像素子に結
像させ、
　前記２次元撮像素子から読み出される画素信号に基づき、被写体の明るさを検出し、
　焦点位置が連続的に変化している間に前記２次元撮像素子から読み出される画素信号に
基づき、コントラスト方式による焦点検出を実行することを特徴とする撮像方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、デジタルカメラなどに適用可能な撮像装置に関し、特に、オートフォーカス
（ＡＦ）処理に関する。
【背景技術】
【０００２】
　デジタルカメラなどでは、フォーカスレンズを駆動することによって自動的に被写体像
を合焦させるＡＦ装置が備えられている。一眼レフ型カメラでは、位相差方式に基づくＡ
Ｆ装置が備えられており、可動ミラー下方に配置された測距センサモジュールへ被写体光
を導く。そして、被写体光を瞳分割し、投影像の位相差に基づいて合焦判断する。
【０００３】
　一方、コンパクト型カメラ、ミラーレス型カメラなどの場合、撮影用のイメージセンサ
を用いたコントラスト方式（山登り方式）によってＡＦ処理を行う。コントラスト方式で
は、フォーカスレンズを一方向に移動させながら、イメージセンサから読み出される画像
信号の輝度差（コントラスト）を検出し、輝度差がピークとなる位置を合焦位置と判断す
る。
【０００４】
　可動ミラー、専用測距センサモジュールを設けてないデジタルカメラにおいても、位相
差方式に基づく焦点調整を行うことが可能である（特許文献１参照）。そこでは、撮影用
の撮像素子の受光面の一部に測距用画素を配置する。そして、測距用画素から出力される
画素信号に基づいて位相差を検出する。
【０００５】
　また、一眼レフ型カメラにおいても、コントラスト方式に基づく焦点調整を行うことが
可能である（特許文献２参照）。そこでは、位相差式の測距センサモジュールとは別にセ
ンサを外部に配置し、そのセンサから出力される画素信号に基づいて合焦判断する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特許第３７６１３８３号公報
【特許文献２】特開２０００－１５６８２３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　一眼レフ型カメラの場合、可動ミラーをアップさせた状態では、ユーザが光学ファイン
ダを通じて被写体を確認することができない。そのため、イメージセンサの受光面の一部
に測距用センサを配置する構成では、ライブビューによる表示が必要不可欠となる。これ
は、撮影前に接眼レンズを通じた被写体の構図を決めるユーザの嗜好に合わず、一眼レフ
型カメラの特性を生かせない。
【０００８】
　一方、一眼レフ型カメラに従来のＡＦセンサモジュールとは異なる専用の測距センサを
外部に設ける場合、パララックスの問題が生じ、撮影レンズとの測距センサとの調整等な
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どの必要性から、製造コストが上がる。
【０００９】
　したがって、従来のカメラ構成を大きく変えることなく、コントラスト方式によるＡＦ
処理、位相差方式によるＡＦ処理を、撮影状況などに応じて選択できることが必要とされ
る。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明の撮影装置は、撮影光学系を通った被写体光を、光学ファインダおよび測距用撮
像素子へ選択的に導くミラー（可動ミラーなど）と、光学ファインダに導かれた被写体光
が結像される２次元撮像素子と、測距用撮像素子を用いた位相差式焦点検出と２次元撮像
素子を用いたコントラスト式焦点検出のいずれかを焦点検出方式として選択、設定する焦
点検出方法選択部と設定された焦点検出方法に従い、測距用撮像素子から読み出される画
素信号に基づいた位相差方式による焦点検出、および２次元撮像素子から読み出される画
素信号に基づいたコントラスト方式による焦点検出のいずれかを実行する焦点検出部と、
撮影光学系を駆動させて合焦動作を実行する焦点調整部とを備える。
【００１１】
　２次元撮像素子は、被写体像の明るさを測定する測光用２次元撮像素子（測光センサな
ど）によって構成される。焦点検出方法選択部は、ユーザによる設定操作に応じて、位相
差式焦点検出およびコントラスト式焦点検出いずれかを設定してもよい。また、２次元撮
像素子から出力される画素信号に基づいて、カメラ背面に設けられた表示部に被写体像を
ライブビュー表示する表示制御部を設けることも可能である。
【００１２】
　位相差式焦点検出が不能あるいは困難な撮影状況が生じることを考慮すれば、焦点検出
方法選択部は、位相差式焦点検出が設定された状態において、位相差式焦点検出からコン
トラスト式焦点検出へ切り替え設定可能である。
【００１３】
　例えば、焦点検出方法選択部は、被写体像の中で設定された焦点検出対象エリアが測距
用撮像素子の焦点検出可能なエリアから外れる場合、位相差式焦点検出からコントラスト
式焦点検出へ切り替える。あるいは、焦点検出方法選択部は、空間周波数の高いパターン
の被写体など、位相差式焦点検出では合焦／非合焦が判断できない、あるいは困難な場合
、位相差式焦点検出からコントラスト式焦点検出へ切り替えることができる。
【００１４】
　焦点検出方法選択部は、２次元撮像素子を用いたコントラスト式焦点検出と、可動ミラ
ーに対しカメラ後方に配置され、撮影光学系を通った被写体光が結像される撮影用撮像素
子を用いたイメージセンサ対象コントスト式焦点検出のうちいずれかを、コントラスト式
焦点検出として選択、設定することが可能である。
【００１５】
　焦点検出部が、設定された焦点検出方法に従い、２次元撮像素子から読み出される画素
信号に基づいたコントラスト式焦点検出、撮影用撮像素子から読み出される画素信号に基
づいたイメージセンサ対象コントラスト式焦点検出のいずれかを実行する。このとき、焦
点検出方法選択部は、可動ミラーは光路退避位置に移動させればよい。
【００１６】
　また、表示制御部は、設定されたコントラスト式焦点検出方法に従い、撮影用撮像素子
による被写体像もしくは２次元撮像素子による被写体像を、表示部へ選択的にライブビュ
ー表示することができる。
【００１７】
　本発明の他の態様における撮像装置は、撮影光学系を通り、光学ファインダに導かれた
被写体光が結像される２次元撮像素子と、２次元撮像素子から読み出される画素信号に基
づき、被写体の明るさを検出する明るさ検出部と、焦点位置が連続的に変化している間に
２次元撮像素子から読み出される画素信号に基づき、コントラスト方式による焦点検出を
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実行する焦点検出部を備える。
【００１８】
　本発明の他の態様における撮像方法は、撮影光学系を通り、光学ファインダに導かれた
被写体光を、２次元撮像素子に結像させ、２次元撮像素子から読み出される画素信号に基
づき、被写体の明るさを検出し、焦点位置（レンズ位置）が連続的に変化している間に２
次元撮像素子から読み出される画素信号に基づき、コントラスト方式による焦点検出を実
行する。
【発明の効果】
【００１９】
　本発明によれば、コントラスト式焦点検出、位相差式焦点検出を効果的に適用してＡＦ
処理を行うことができる。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】第１の実施形態であるデジタルカメラの概略的内部構成図である。
【図２】デジタルカメラのブロック図である。
【図３Ａ】光学ファインダを通じて視認される合焦枠を示した図である。
【図３Ｂ】位相差式の測距センサの焦点検出範囲を示した図である。
【図３Ｃ】測光センサにおけるＡＦ枠を示した図である。
【図３Ｄ】測光センサの分割合焦エリアを示した図である。
【図４】コントラスト式ＡＦ処理時のタイミングチャートである。
【図５】ＡＦ処理のフローチャートである。
【図６】図５のステップＳ１０７におけるコントラスト式焦点検出処理のサブルーチンで
ある。
【図７】ライブビュー表示によるＡＦエリア表示、光学ファインダ表示によるＡＦエリア
表示を示した図である。
【図８】顔検知したときのライブビュー表示によるＡＦエリア表示、光学ファインダ表示
によるＡＦエリア表示を示した図である。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　以下では、図面を参照して本実施形態であるデジタルカメラについて説明する。
【００２２】
　図１は、本実施形態であるデジタルカメラの概略的内部構成図である。
【００２３】
　デジタルカメラ１０は、撮影光学系１２を収容する撮影レンズ（鏡筒）１１を本体１０
Ｂへ着脱自在に装着可能な一眼レフ型カメラであり、モードダイヤル、設定ボタン（いず
れも図示せず）に対する操作によって、撮影モード、再生モードなどが設定可能である。
撮影光学系１２は、ズームレンズ１２Ａ、絞り１２Ｂ、フォーカスレンズ１２Ｃを含む。
【００２４】
　電源ＯＮ状態となって撮影モードが設定されると、被写体からの反射光が、撮影光学系
１２を通過し、その一部がクイックリターンミラー（可動ミラー）１９によって光学ファ
インダ１５の方向へ導かれる。また、反射光の一部は、クイックリターンミラー１９を透
過し、ハーフミラー１７によってＡＦセンサモジュール１８へ導かれる。ＡＦセンサモジ
ュール１８は、位相差式焦点検出に対応した測距センサ１８Ａを備えており、２次元測距
センサ１８Ａは、ＣＣＤなどの撮像素子によって構成される。
【００２５】
　光学ファインダ１５のピント板１５Ｅに入射した光は、ペンタプリズム１５Ａ、ハーフ
ミラー１５Ｂで反射し、フォーカシングスクリーン１５Ｃを経由して接眼レンズ１５Ｄか
ら射出する。これにより、ユーザは接眼レンズ１５Ｄを通じて被写体像を確認することが
できる。また、ハーフミラー１５Ｂを透過する被写体光の一部が、光学ファインダ１５に
配置されたＡＥセンサモジュール２０の測光センサ（２次元撮像素子）２０Ａへ導かれ、
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被写体光が測光センサ２０Ａの受光面上において結像される。
【００２６】
　レリーズボタン（図示せず）が操作されると、一連の撮影動作が行われる。すなわち、
レリーズボタンの半押しにより、ＡＦ処理、測光、露出演算処理が実行され、レリーズボ
タン全押しに応じて、クイックリターンミラー１９のアップ動作、絞り１２Ｂの駆動、シ
ャッタ１３の開閉動作が実行され、被写体光がイメージセンサ（撮影用撮像素子）１４の
受光面に結像される。
【００２７】
　再生モードが設定された場合、本体１０Ｂの背面側に設置されたイメージＬＣＤ６０に
記録画像を再生表示することができる。撮影モードにおいては、シースルー画像を動画像
としてイメージＬＣＤ６０に表示し、イメージセンサ１４、測光センサ２０Ａによって得
られる被写体像を表示可能である。
【００２８】
　メニュー設定モードが選択されると、ユーザは、焦点検出方式としてコントラスト式焦
点検出、位相差式焦点検出いずれを入力操作によって選択、設定することができる。さら
に、コントラスト式焦点検出が設定された場合、ＡＦ処理時における表示モードとして、
光学ファインダ１５を利用する光学ファインダモードと、イメージＬＣＤ６０を利用する
ライブビュー表示モードを選択、設定することができる。
【００２９】
　図２は、デジタルカメラのブロック図である。
【００３０】
　ＣＰＵを含むコントローラ３０は、露出制御部３２、ファインダＬＣＤ３３、撮影レン
ズ駆動部３６、画像信号処理回路４０などになどに制御信号を出力し、レリーズスイッチ
３７によって検出されるレリーズ操作、モードダイヤルスイッチ４２、ボタンスイッチ４
４などによって検出されるユーザ入力操作に基づき、露出制御、撮影／記録動作、再生表
示、位相差式ＡＦ処理などカメラ全体の動作制御を行う。カメラ動作制御のプログラムは
、不揮発性メモリ（図示せず）に記憶されている。
【００３１】
　焦点検出方法として位相差式焦点検出が設定されている場合、ＡＦセンサモジュール１
８によって検出される位相差に基づき、フォーカスレンズ１２ＣがＡＦドライバ３４によ
って駆動される。ＡＦセンサモジュール１８から出力される画素信号に基づいてデフォー
カス量が算出されると、デフォーカス量に応じてフォーカスレンズ１２Ｃの光軸に沿った
移動方向および駆動量が求められる。
【００３２】
　測光センサ２０Ａは、ＣＣＤ、あるいはＣＭＯＳセンサなどで構成される２次元センサ
であり、測光センサ２０Ａには、Ｒ、Ｇｒ、Ｇｂ、Ｂの色要素をベイヤー配列させたカラ
ーフィルタアレイが配置されている。測光センサ２０Ａでは、光学ファインダ１５を通じ
てユーザに視認される被写体像に応じた画素信号が出力され、ＤＳＰ（Digital Signal P
rocessor）などによって構成される画像信号処理回路４０へ順次送られる。
【００３３】
　測光センサ２０Ａでは、複数の分割測光エリアが規定されており、各分割測光エリアに
おいて代表的輝度値（平均値など）が算出される。撮影対象となる被写体エリアの明るさ
が検出されると、露出制御部３２は、シャッタスピード、絞り値など露出値を演算し、撮
影動作時には露出値に基づいて絞り１２Ｂ、シャッタ１３が駆動制御される。
【００３４】
　画像信号処理回路４０は、送られてくる画素信号のＧ成分画素信号に基づいて、分割測
光エリア各々の輝度値を算出し、被写体の明るさを求める。一方、ライブビュー表示、撮
影動作の場合、イメージセンサ１４において生成される被写体像に応じた画素信号が、画
像信号処理回路４０へ送られる。
【００３５】
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　撮影動作が行われると、画像信号処理回路４０は、イメージセンサ１４から出力された
１フレーム分の画素信号に対してホワイトバランス調整、色変換処理などの画像信号処理
などを施し、画像データを生成する。生成された画像データは、図示しないメモリへ一時
的に格納し、圧縮、あるいは非圧縮状態でメモリカード４６に記録される。
【００３６】
　一方、焦点検出方法としてコントラスト式焦点検出が設定されている場合、画像信号処
理回路４０は、送られてくる画素信号から被写体の明るさを検出する一方、画素信号に基
づいてコントラスト式焦点検出を行う。焦点検出に関するプログラムは、あらかじめＲＯ
Ｍ４８に格納されている。
【００３７】
　具体的には、焦点位置が近接点～無限大（∞）、無限大～近接点のいずれか一方向に沿
って移動するようにフォーカスレンズ１２Ｃを駆動し、焦点位置が連続的に変化する間、
ＡＦ処理対象である被写体部分の輝度差を算出し、合焦／非合焦判断を行う。そして、輝
度差のピーク値が検出される位置を合焦位置として判断し、フォーカスレンズ１２Ｃを合
焦位置への駆動量分だけ駆動する。コントローラ３０は、コントラスト式焦点検出の間、
フォーカスレンズ１２Ｃを駆動制御する。
【００３８】
　次に、図３Ａ～３Ｄ、図４を用いて、測距センサ１８Ａ、測光センサ２０Ａの焦点検出
範囲について説明する。
【００３９】
　図３Ａは、光学ファインダを通じて視認される合焦枠を示した図である。図３Ｂは、位
相差式の測距センサ１８Ａの焦点検出範囲を示した図である。
【００４０】
　ユーザが光学ファインダ１５によって被写体像を確認するとき、ＡＦ枠Ｆ０が視認され
る。測距センサ１８Ａでは、図３Ｂに示すように、中央部に２０個、左右にそれぞれ２つ
の画素ブロックから成る分割合焦エリアＤＴ０が設定されており、図３Ａに示した光学フ
ァインダ１５を通じて視認されるＡＦ枠Ｔ０に対応する。
【００４１】
　図３Ｃは、測光センサ２０ＡにおけるＡＦ枠を示した図である。測光センサ２０Ａから
得られる１フレーム分の画像エリアの中で、画像中心点周りに水平方向に沿った長さＸ、
垂直方向に沿った長さＹの領域が、ＡＦ枠Ｆ１として規定されている。ただし、Ｘ、Ｙは
、画像データの水平方向、垂直方向長さを１としたときの割合を表す。例えば、Ｘ、Ｙは
、それぞれ０．４、０．３となる。
【００４２】
　図３Ｄは、測光センサ２０Ａの分割合焦エリアを示した図である。ＡＦ枠Ｆ１は、コン
トラスト／輝度差に基づく合焦動作を行うエリアを示し、位相差式のＡＦセンサモジュー
ル１８に対して規定された分割合焦エリアＤＴ０と同様、複数（ここでは６×１０）の分
割合焦エリアＤＴ１がＡＦ枠Ｆ１に規定される。
【００４３】
　各分割合焦エリアは、測距センサ１８Ａに規定された分割合焦エリアと同じ画素数から
なる画素ブロックで構成されており、測光処理時の１６×１６分割測光エリアとは異なる
区画で画素ブロックが構成されている。コントラスト式ＡＦ処理では、このＡＦ枠Ｆ１の
中で合焦動作が実行可能であり、ＡＦ枠Ｆ１は、測距センサ１８ＡにおけるＡＦ枠Ｆ０よ
りも大きい。
【００４４】
　図４は、コントラスト式ＡＦ処理時のタイミングチャートである。測光センサ２０Ａで
は、１／３０秒間隔で１フレーム分の画素信号が順次読み出される。電子シャッタ機能に
よって電荷掃出しパルスの出力後、露光期間ＥＴによる露光により、１フレーム分の画素
信号が生成される。
【００４５】
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　フォーカスレンズ１２Ｃを駆動する駆動パルス信号ＤＳは、垂直同期信号ＶＤの立下り
に同期して出力される。測光センサ２０Ａから出力される１フレーム分の画素信号に基づ
いて繰り返し合焦判断され、ピーク位置検出まで駆動パルス信号ＤＳが出力される。駆動
パルス信号ＤＳのパルス数は、フォーカスレンズ１２Ｃの繰り出し量などに基づいて定め
られる。
【００４６】
　測光センサ２０Ａを用いたコントスト式ＡＦ処理と、ＡＦセンサモジュール１８を用い
た位相差式ＡＦ処理は、上述したようにユーザ設定で選択可能であるとともに、撮影状況
に応じて設定、切り替えられる。以下、図５、６を用いて、ＡＦ処理について説明する。
【００４７】
　図５は、ＡＦ処理のフローチャートである。図６は、図５のステップＳ１０７における
コントラスト式焦点検出処理のサブルーチンである。図７は、ライブビュー表示によるＡ
Ｆエリア表示、光学ファインダ表示によるＡＦエリア表示を示した図である。なお、ここ
では、測光センサ２０Ａによる被写体像をライブビュー表示するモードが設定されている
。
【００４８】
　レリーズボタンが半押しされると、ＡＦ方式としてコントラスト方式と位相差方式のい
ずれの方式が設定されているか判断される（Ｓ１０１、Ｓ１０２）。コントラストＡＦ方
式が選択、設定されていると判断されると、ステップＳ１０７へ進み、後述するコントラ
スト方式のＡＦ処理が実行される。一方、従来の位相差ＡＦ方式が設定されている場合、
ステップＳ１０３へ進む。
【００４９】
　ステップＳ１０３では、ユーザによってあらかじめ設定されたＡＦエリアが検出される
。そしてステップＳ１０４では、検出されたＡＦエリアが位相差式ＡＦにおける合焦判断
可能な領域から外れているか否かが判断される。ＡＦエリアは、所定数の分割合焦エリア
から構成され、ＡＦ対象となる被写体領域を規定する。ここでは、４つの分割合焦エリア
によってＡＦエリアを定めている。
【００５０】
　図３Ｂ、図３Ｄに示すように、位相差式ＡＦ処理において合焦判断できる領域は、コン
トラスト式ＡＦ処理において定められる領域よりも狭い。したがって、ユーザによって設
定されたＡＦエリアが位相差式ＡＦの合焦判断可能領域を超える場合、コントラストＡＦ
方式に切り替えられ、ステップＳ１０７へ進む。
【００５１】
　図７に示すように、ユーザによってＡＦエリアＴ１を表すクロス状マークＣＲの位置変
更によって、ＡＦエリアＴ１が画像中心位置から右上方向へ切り替えられた場合、その位
置でのＡＦエリアは位相差式ＡＦの合焦判断可能領域を超える（図３Ｂ参照）。そのため
、位相差式ＡＦからコントラスト式ＡＦに切り替えられる。
【００５２】
　ステップＳ１０５では、位相差式ＡＦ処理が実行される。このとき、ＡＦ処理対象とな
る被写体が位相差式ＡＦ処理の場合に合焦判断困難な被写体である場合、焦点検出不能と
判断し、位相差式ＡＦ方式からコントラスト式ＡＦ方式に切り替えられる（Ｓ１０６）。
【００５３】
　例えば、空間周波数の高いパターンが繰り替えられる被写体の場合、位相差式ＡＦ処理
では合焦状態であるか否かが判断困難となるため、コントラスト式ＡＦ方式に切り替えら
れる。ステップＳ１０７のコントラスト式ＡＦ処理へ進むと、図６のサブルーチンが実行
開始される。
【００５４】
　ステップＳ２０１では、光学ファインダ表示方式と、ライブビュー表示方式いずれのＡ
Ｆ表示方式が設定されているか判断される。測光センサ２０Ａを用いた光学ファインダ表
示方式の場合、ステップＳ２０４へ進み、ＡＦエリア設定処理が実行される。例えば、図
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３Ｃに示したＡＦ対象範囲内で顔が検知された場合、ＡＦエリアＴ２が設定される（図８
参照）。また、上述したように、ユーザが特定のＡＦエリアＴ１を選択した場合、そのエ
リアが設定される。顔検知、ユーザ設定のないデフォルト状態では、図３Ｃに示したＡＦ
枠Ｆ１の全体をＡＦエリアＴ１として設定する。
【００５５】
　ステップＳ２０５では、フォーカスレンズ１２Ｃを一方向に駆動しながら、ＡＦエリア
での最大輝度値と最少輝度値との輝度差が順次算出される。そして、輝度差がピークとな
る位置が検出される。そして、ステップＳ２０６では、ピーク位置を焦点位置としてフォ
ーカスレンズの逆方向の駆動量が算出される。
【００５６】
　一方、イメージセンサ１４を用いてコントラスト式ＡＦ処理を行うライブビュー表示方
式が選択されている場合、クイックリターンミラー１９がアップし（Ｓ２０２）、イメー
ジセンサ１４を駆動させることによって、測光センサ２０Ａを用いたライブビュー表示か
ら、イメージセンサ１４を用いたライブビュー表示に切り替えられる（Ｓ２０３）。そし
て、イメージセンサ１４から読み出される被写体像の画素信号に基づいて、ステップＳ２
０４～Ｓ２０６に応じたＡＦ処理が実行される。
【００５７】
　焦点位置までのフォーカスレンズ１２Ｃの駆動量が決定されると、光学ファインダ表示
方式の場合、そのままサブルーチンは終了する（Ｓ２０７）。一方、ライブビュー表示方
式が選択されている場合、クイックリターンミラー１９がダウンし、測光センサ２０Ａを
用いたライブビュー表示方式に切り替えられる（Ｓ２０８、Ｓ２０９）。
【００５８】
　図５のステップＳ１０８では、フォーカスレンズ１２Ｃが定められたレンズ駆動量だけ
移動する。ステップＳ１０９では、合焦したＡＦエリアが、ファインダＬＣＤ３３による
ファインダ表示、イメージＬＣＤ６０において表示される。光学ファインダ表示では、フ
ァインダＬＣＤ３３の駆動によって行われ、ＡＦエリアＴ１に相当する分割合焦エリア（
図７では４つの分割合焦エリアｄｔ）が表示される。なお、合焦状態で測光センサ２０Ａ
から読み出された画素信号に基づいて、被写体の明るさが検出される。
【００５９】
　このように本実施形態によれば、測光センサ２０Ａ、測距センサ１８Ａを備えた一眼レ
フ型デジタルカメラ１０において、測距センサ１８Ａを利用した位相差式焦点検出と、測
光センサ２０Ａを用いたコントラスト式焦点検出をユーザ設定により選択的に実行するこ
とができる。また、位相差式焦点検出が設定されている場合においても、被写体特性、被
写体エリアが位相差式焦点検出では合焦判断困難な場合、コントラスト式焦点検出に切り
替えられる。
【００６０】
　２つの焦点検出方式を選択的に設定することにより、様々な撮影状況に適した焦点検出
方法を設定することが可能となる。そして、露出制御に関連して設けられた測光センサ２
０Ａを用いてコントラスト式焦点検出を行うため、パララックスの問題が生じない。さら
に、ユーザが光学ファインダを利用して合焦した被写体像およびそのエリアを確認するこ
とが可能であり、従来の一眼レフ型カメラと同様の撮影操作を行いながら違和感なくコン
トラストＡＦ処理を実行することができる。さらに、被写体の明るさ検出用の測光センサ
２０Ａを利用するため、新たな撮像素子などの回路を設ける必要がない。
【００６１】
　また、ライブビュー表示において、測光センサ２０Ａあるいはイメージセンサ１４を用
いたコントラスト式ＡＦ処理を選択的に設定することが可能であり、画素数の多いイメー
ジセンサ１４を用いることによって、より精度ある焦点検出を行うことが可能となる。こ
のとき、測光センサ２０Ａによるライブビュー表示と、イメージセンサ１４によるライブ
ビュー表示を連続的に切り替え可能であり、ライブビュー表示が途切れずに済む。
【００６２】
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　なお、コントラスト式焦点検出が設定された状態において、位相差式焦点検出に切り替
える構成にすることも可能である。例えば、被写体が遠距離にあると想定される場合、自
動的に位相差式焦点検出に切り替えてもよい。
【００６３】
　コントラスト式焦点検出については、測光センサだけを用いた構成にすることも可能で
ある。また、測光センサ以外の２次元撮像素子を、光学ファインダ内、付近に別途設け、
光学ファインダへ導かれた被写体光をその撮像素子に結像させる構成にしてもよい。
【符号の説明】
【００６４】
　１０　デジタルカメラ
　１２　撮影光学系
　１４　イメージセンサ（撮影用撮像素子）
　１５　光学ファインダ
　１８　ＡＦセンサモジュール
　１８Ａ　測距センサ（測距用撮像素子）
　１９　クイックリターンミラー（可動ミラー）
　２０　ＡＥセンサモジュール
　２０Ａ　測光センサ（２次元撮像素子）
　３０　コントローラ（焦点調整部、焦点検出方法選択部）
　４０　画像信号処理回路（焦点検出部、明るさ検出部、表示制御部）
　６０　イメージＬＣＤ（表示部）

【図１】 【図２】
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【図３Ｃ】

【図３Ｄ】
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