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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　撮像素子の前方に配置された光学素子に付着した異物を除去する異物除去手段と、
　前記異物除去手段による異物除去動作中に撮影動作に関連した動作要求を受け付けると
前記異物除去手段による異物除去動作を中止して、前記動作要求に応じた処理を実行する
ように制御する制御手段と、
を有することを特徴とする撮像装置。
【請求項２】
　前記動作要求は、レリーズボタンの押下による撮影開始要求であることを特徴とする請
求項１に記載の撮像装置。
【請求項３】
　前記動作要求は、レリーズボタンの押下による自動焦点調整要求であることを特徴とす
る請求項１に記載の撮像装置。
【請求項４】
　前記動作要求は、レリーズボタンの押下による測光要求であることを特徴とする請求項
１に記載の撮像装置。
【請求項５】
　前記動作要求は、電源負荷の大きい動作要求であることを特徴とする請求項１に記載の
撮像装置。
【請求項６】
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　前記電源負荷の大きい動作要求は、ストロボポップアップ動作であることを特徴とする
請求項５に記載の撮像装置。
【請求項７】
　前記電源負荷の大きい動作要求は、ストロボの充電動作であることを特徴とする請求項
５に記載の撮像装置。
【請求項８】
　前記動作要求に基づく処理の完了後、前記中止された異物除去動作再開する再開手段を
更に有することを特徴とする請求項１乃至７のいずれか１項に記載の撮像装置。
【請求項９】
　前記異物除去手段による異物除去動作を起動するためのスイッチを更に有することを特
徴とする請求項１乃至８のいずれか１項に記載の撮像装置。
【請求項１０】
　撮像素子の前方に配置された光学素子に付着した異物を除去する異物除去工程と、
　前記異物除去工程での異物除去動作中に撮影動作に関連した動作要求を受け付けると前
記異物除去動作を中止して、前記動作要求に応じた処理を実行するように制御する工程と
、
を有することを特徴とする撮像装置の制御方法。
【請求項１１】
　前記動作要求は、レリーズボタンの押下による撮影開始要求であることを特徴とする請
求項１０に記載の撮像装置の制御方法。
【請求項１２】
　前記動作要求は、レリーズボタンの押下による自動焦点調整要求であることを特徴とす
る請求項１０に記載の撮像装置の制御方法。
【請求項１３】
　前記動作要求は、レリーズボタンの押下による測光要求であることを特徴とする請求項
１０に記載の撮像装置の制御方法。
【請求項１４】
　前記動作要求は、電源負荷の大きい動作要求であることを特徴とする請求項１０に記載
の撮像装置の制御方法。
【請求項１５】
　前記電源負荷の大きい動作要求は、ストロボポップアップ動作であることを特徴とする
請求項１４に記載の撮像装置の制御方法。
【請求項１６】
　前記電源負荷の大きい動作要求は、ストロボの充電動作であることを特徴とする請求項
１４に記載の撮像装置。
【請求項１７】
　前記動作要求に基づく動作完了後、前記中止された異物除去動作再開する再開手段を更
に有することを特徴とする請求項１０乃至１６のいずれか１項に記載の撮像装置の制御方
法。
【請求項１８】
　前記異物除去手段による異物除去動作を起動するためのスイッチを更に有することを特
徴とする請求項１０乃至１７のいずれか１項に記載の撮像装置の制御方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、撮像素子或はその近傍に付着した異物を除去する機能を有する撮像装置及び
その制御方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　レンズ交換式のデジタルカメラでは、レンズをカメラ本体から取り外した際にカメラ本
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体の内部に空気中に浮遊する埃などが侵入する可能性がある。またカメラ内部には、例え
ばシャッタ機構等の機械的に動作する各種の機構部が配設されており、これらの機構部が
動作することにより、カメラ本体内で金属片などのゴミ等が発生する場合もある。このよ
うなゴミや埃などの異物が、デジタルカメラの撮像部を構成する撮像素子の表面に付着す
ると、その異物は撮影された画像に影となって写り込んでしまい撮影画像の品位を低下さ
せてしまう。銀塩フィルムを使用したカメラでは、画像を撮影する度にフィルムが送られ
るため、同じ異物が連続して画像の同じ位置に映りこむことは有り得ない。しかしデジタ
ルカメラでは、撮影毎にそのような動きが発生しないため、撮影画像の同じ位置に連続し
て同じ異物が写り込んでしまうという問題がある。
【０００３】
　そこで、従来のレンズ交換式のデジタルカメラ等においては、撮像素子を保護する保護
ガラス（防塵ガラス）を振動させることで、そのガラスに付着した塵を払い落とすことが
提案されている（特許文献１）。また、このような加振動作による異物除去に伴ってレリ
ーズタイムラグが大きくなり連写速度が低下するという問題がある。そこでこれを解決す
るために、連写撮影モードでは１コマ目の撮影動作前にのみ異物除去動作を行い、２コマ
目以降の撮影では異物除去動作を行わないようにすることが提案されている（特許文献２
）。
【特許文献１】特開２００２－２０４３７９号公報
【特許文献２】特開２００４－２４２１５８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、いずれの場合も撮影に先立って異物除去動作を行うことには変わりがな
い。従って、レリーズ釦を押下して実際に撮影が実行されるまでにタイムラグが発生する
。また、例えばカメラの電源オン時などに異物除去動作を行うことも考えられるが、その
場合も、その異物除去動作にレリーズ釦を操作すると同じような問題が発生し、せっかく
のシャッタチャンスを逃してしまうことにもなりかねない。
【０００５】
　本発明は、上記従来の問題点を解決することを目的とする・
　本発明の特徴は、レリーズタイムラグに影響のない方法で異物除去動作を行うことので
きる電子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】
　上記目的を達成するために本発明の一態様に係る撮像装置は以下のような構成を備える
。即ち、
　撮像素子の前方に配置された光学素子に付着した異物を除去する異物除去手段と、
　前記異物除去手段による異物除去動作中に撮影動作に関連した動作要求を受け付けると
前記異物除去手段による異物除去動作を中止して、前記動作要求に応じた処理を実行する
ように制御する制御手段とを有することを特徴とする。
【０００９】
　上記目的を達成するために本発明の一態様に係る撮像装置の制御方法は以下のような工
程を備える。即ち、
　撮像素子の前方に配置された光学素子に付着した異物を除去する異物除去工程と、
　前記異物除去工程での異物除去動作中に撮影動作に関連した動作要求を受け付けると前
記異物除去動作を中止して、前記動作要求に応じた処理を実行するように制御する工程と
を有することを特徴とする。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、異物除去動作中に、例えばレリーズやＡＦ、測光、ストロボポップア
ップ等の撮影動作に関連した動作要求を受け付けた場合に、異物除去動作を中止して、そ
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の動作要求に応じた処理を実行させることで、異物除去動作によるレリーズタイムラグや
、レスポンスへの影響を軽減することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１１】
　以下、添付図面を参照して本発明の好適な実施の形態を詳しく説明する。尚、以下の実
施の形態は特許請求の範囲に係る発明を限定するものでなく、また本実施の形態で説明さ
れている特徴の組み合わせの全てが発明の解決手段に必須のものとは限らない。
【００１２】
　図１は、本発明の実施の形態に係るデジタル一眼レフカメラ（以下、単にカメラ）１０
０の機能構成を説明するブロック図である。
【００１３】
　１２は撮像素子１３への露光量を制御するためのシャッタ、１３は光学像を電気信号に
変換する撮像素子である。１４は撮像素子１３の光電変換面の前面側の所定位置に配設さ
れ、光電変換面への異物等の付着を防止する光学素子である。この光学素子１３は防塵部
材であって、防塵フィルタ（詳細後述）である。１５はこの防塵フィルタ１４に隣接して
配設され、防塵フィルタ１４に対して所定の振動を与えるための加振手段である加振用部
材であって、例えば圧電素子で構成されている。
【００１４】
　レンズ３１０に入射した光線は、一眼レフ方式によって、絞り３１２、レンズマウント
３０６，１０６、ミラー１３０、シャッタ１２を介して導かれ、光学像として撮像素子１
３上に結像される。１６は撮像素子１３から出力される光電変換されたアナログ信号をデ
ジタル信号に変換するＡ／Ｄ変換器である。このタイミング発生回路１８は、撮像素子１
３、Ａ／Ｄ変換器１６、Ｄ／Ａ変換器２６にクロック信号や制御信号を供給する。このタ
イミング発生回路１８は、メモリ制御回路２２及びシステム制御回路５０により制御され
る。画像処理回路２０は、Ａ／Ｄ変換器１６からのデータ或いはメモリ制御回路２２から
のデータに対して所定の画素補間処理や色変換処理を行う。またこの画像処理回路２０は
必要に応じて、撮像した画像データを用いて所定の演算処理を行う。こうして得られた演
算結果に基づいてシステム制御回路５０がシャッタ制御部４０、測距制御部４２に対して
ＴＴＬ（Through The Lens）方式のＡＦ（オートフォーカス）処理、ＡＥ（自動露出）処
理、ＥＦ（フラッシュ調光）処理を行うことができる。更に、画像処理回路２０は、撮像
した画像データを用いて所定の演算処理を行い、得られた演算結果に基づいてＴＴＬ方式
のＡＷＢ（オートホワイトバランス）処理も行っている。
【００１５】
　尚、本実施の形態では、測距部４２及び測光部４６を専用に備える構成とした。これに
より測距部４２及び測光部４６を用いてＡＦ処理、ＡＥ処理、ＥＦ処理の各処理を行い、
画像処理回路２０を用いたＡＦ処理、ＡＥ処理、ＥＦ処理の各処理を行わない構成として
も良い。また或いは、測距部４２及び測光部４６を用いてＡＦ処理、ＡＥ処理、ＥＦ処理
の各処理を行い、更に、画像処理回路２０を用いたＡＦ処理、ＡＥ処理、ＥＦ処理の各処
理を行う構成としても良い。
【００１６】
　メモリ制御回路２２は、Ａ／Ｄ変換器１６、タイミング発生回路１８、画像処理回路２
０、画像表示メモリ２４、Ｄ／Ａ変換器２６、メモリ３０、圧縮・伸長回路３２を制御す
る。Ａ／Ｄ変換器１６から出力されるデジタルデータが画像処理回路２０、メモリ制御回
路２２を介して、或いはＡ／Ｄ変換器１６のデータが直接メモリ制御回路２２を介して、
画像表示メモリ２４或いはメモリ３０に書き込まれる。２８はＴＦＴ、ＬＣＤ等を具備す
る画像表示部であり、画像表示メモリ２４に書き込まれた表示用の画像データはＤ／Ａ変
換器２６を介して画像表示部２８により表示される。メモリ３０は、撮影した静止画像デ
ータを格納するためのメモリであり、所定枚数の静止画像データを格納するのに十分なメ
モリ容量を備えている。これにより、複数枚の静止画像を連続して撮影する連写撮影の場
合にも、メモリ３０に対して高速かつ大量の画像書き込みを行うことができる。また、メ
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モリ３０はシステム制御回路５０の作業領域としても使用可能である。圧縮・伸長回路３
２は、適応離散コサイン変換（ＡＤＣＴ）等により画像データを圧縮／伸長する。この圧
縮・伸長回路３２は、メモリ３０に格納された画像を読み込んで圧縮或いは伸長処理を行
い、処理を終えたデータをメモリ３０に書き込む。
【００１７】
　シャッタ制御部４０は、測光部４６からの測光情報に基づいて、絞り３１２を制御する
絞り制御部３４０と連携しながら、シャッタ１２の動作を制御する。測距部４２はＡＦ（
オートフォーカス）処理を行う。レンズ３１０から入射した光線が、この測距部４２に入
射することにより、光学像として結像された画像の合焦状態を測定する。測光部４６はＡ
Ｅ処理を行い、レンズ３１０に入射した光線が入射することにより、光学像として結像さ
れた画像の露出状態を測定する。また測光部４６は、フラッシュ４８と連携することによ
りＥＦ処理機能も有する。フラッシュ４８は、ＡＦ補助光の投光機能、フラッシュ調光機
能も有する。更に、測距部４２による測定結果と、撮像素子１３によって撮像した画像デ
ータを画像処理回路２０によって演算した演算結果とを共に用いてＡＦ制御を行っても構
わない。そして、この測光部４６による測定結果と、撮像素子１３によって撮像した画像
データを画像処理回路２０によって演算した演算結果とを共に用いて露出制御を行っても
構わない。
【００１８】
　システム制御部５０は、マイクロコンピュータなどのＣＰＵ５０ａ、ＣＰＵ５０ａの指
示に従って時間を計時するタイマ５０ｂなどを備えており、このカメラ１００全体の動作
を制御する。メモリ５２は、このシステム制御回路５０の動作用の定数、変数、ＣＰＵ５
０ａにより実行されるプログラム等を記憶している。表示部５４は、システム制御回路５
０でのプログラムの実行に応じて、文字、画像、音声等を用いて動作状態やメッセージ等
を表示する液晶表示装置、スピーカ等を含む。これらは、このカメラ１００の操作部近辺
の視認し易い位置に単数或いは複数個所設置され、例えばＬＣＤやＬＥＤ、発音素子等の
組み合わせにより構成されている。また表示部５４は、その一部の機能が光学ファインダ
１０４に設置されている。この表示部５４に表示される表示内容のうち、ＬＣＤ等に表示
するものとしては、例えば、単写／連写撮影表示、セルフタイマー表示、圧縮率表示、記
録画素数表示、記録枚数表示、残撮影可能枚数表示、シャッタースピード表示、絞り値表
示、露出補正表示、フラッシュ表示、赤目緩和表示、ブザー設定表示、電池残量表示、エ
ラー表示、複数桁の数字による情報表示、記録媒体２００及び２１０の着脱状態表示、レ
ンズユニット３００の着脱状態表示、通信Ｉ／Ｆ動作表示、日付・時刻表示、外部コンピ
ュータとの接続状態を示す表示等がある。また、表示部５４の表示内容のうち、光学ファ
インダ１０４に表示するものとしては、例えば、合焦表示、撮影準備完了表示、手振れ警
告表示、フラッシュ充電表示、フラッシュ充電完了表示、シャッタースピード表示、絞り
値表示、露出補正表示、記録媒体書き込み動作表示等がある。更に、表示部５４の表示内
容のうち、ＬＥＤ等に表示するものとしては、例えば、記録媒体書き込み動作表示等があ
る。そして表示部５４の表示内容のうち、ランプ等に表示するものとしては、例えば、セ
ルフタイマ通知ランプ等がある。このセルフタイマ通知ランプは、ＡＦ補助光と共用して
用いても良い。不揮発性メモリ５６は、電気的に消去・記録可能なメモリで、例えばＥＥ
ＰＲＯＭ等が用いられる。６０，６２，６４，６６，６８及び７０は、システム制御回路
５０の各種の動作指示を入力するための操作部で、スイッチやダイアル等の単数或いは複
数の組み合わせで構成される。
【００１９】
　次に、これらの操作部について具体的に説明する。
【００２０】
　モードダイアルスイッチ６０は、自動撮影モード、プログラム撮影モード、シャッタ速
度優先撮影モード、絞り優先撮影モード、マニュアル撮影モード、焦点深度優先（デプス
）撮影モード、ポートレート撮影モード、風景撮影モード、接写撮影モード、スポーツ撮
影モード、夜景撮影モード、パノラマ撮影モード等の各機能撮影モードを切り替え設定す
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ることができる。シャッタスイッチ（ＳＷ１）６２は、シャッタボタンの操作途中でオン
となり、ＡＦ処理、ＡＥ処理、ＡＷＢ処理、ＥＦ処理等の動作開始を指示する。シャッタ
スイッチ（ＳＷ２）６４は、シャッタボタンの操作完了でオンとなり、撮像素子１３から
読み出した信号をＡ／Ｄ変換器１６、メモリ制御回路２２を介してメモリ３０に画像デー
タを書き込む。即ち、露光処理、画像処理回路２０やメモリ制御回路２２での演算を用い
た現像処理、メモリ３０から画像データを読み出し、圧縮・伸長回路３２での画像データ
の圧縮、記録媒体２００或いは２１０に画像データを書き込むという一連の処理の動作開
始を指示する。再生スイッチ６６は、撮影モード状態において、撮影した画像をメモリ３
０或いは記録媒体２００或いは２１０から読み出して画像表示部２８に表示する再生動作
の開始を指示する。異物除去スイッチ６８は異物検出動作の開始を指示するスイッチであ
る。
【００２１】
　操作部７０は、各種ボタンやタッチパネル等を有している。これらは、メニューボタン
、セットボタン、マルチ画面再生改ページボタン、フラッシュ設定ボタン、単写／連写／
セルフタイマ切り替えボタン、メニュー移動＋（プラス）ボタン、メニュー移動－（マイ
ナス）ボタン、再生画像移動＋（プラス）ボタン、再生画像－（マイナス）ボタン、撮影
画質選択ボタン、露出補正ボタン、日付/時間設定ボタンがある。更には、画像表示部２
８のオン／オフを設定する画像表示オン／オフスイッチ、撮影直後に撮影した画像データ
を自動再生するクイックレビュー機能を設定するクイックレビューオン／オフスイッチ、
ＪＰＥＧ圧縮の圧縮率を選択するため、或いは撮像素子の信号をそのままデジタル化して
記録媒体に記録するＣＣＤＲＡＷモードを選択する圧縮モードスイッチ、再生モード、マ
ルチ画面再生・消去モード、ＰＣ接続モード等の各機能モードを設定できる再生スイッチ
、シャッタスイッチ（ＳＷ１）６２が押されるとオートフォーカス動作を開始し一旦合焦
したならばその合焦状態を保ち続けるワンショットＡＦモードと、シャッタスイッチ（Ｓ
Ｗ１）６２が押されている間は連続してオートフォーカス動作を続けるサーボＡＦモード
を設定できるＡＦモード設定スイッチ等がある。また、上記プラスボタン及びマイナスボ
タンの各機能は、回転ダイアルスイッチを備えることによって、より軽快に数値や機能を
選択することが可能となる。
【００２２】
　電源スイッチ７２は、このカメラ１００の電源オン、電源オフの各モードを切り替え設
定することができる。また、カメラ１００に接続されたレンズユニット３００、外部スト
ロボ、記録媒体２００，２１０等の各種付属装置の電源オン、電源オフの設定も合わせて
切り替え設定することができる。電源制御部８０は、電池検出回路、ＤＣ－ＤＣコンバー
タ、通電するブロックを切り替えるスイッチ回路等を有している。ここでは電池の装着の
有無、電池の種類、電池残量の検出を行い、その検出結果及びシステム制御回路５０の指
示に基づいてＤＣ－ＤＣコンバータを制御し、必要な電圧を必要な期間、記録媒体を含む
各部へ供給する。８２はコネクタ、８６はアルカリ電池やリチウム電池等の一次電池やＮ
ｉＣｄ電池、Ｌｉ電池等の二次電池、ＡＣアダプタ等からなる電源部である。
【００２３】
　９０及び９４はメモリカードやハードディスク等の記録媒体とのインタフェース、９２
及び９６はメモリカードやハードディスク等の記録媒体と接続を行うコネクタである。記
録媒体着脱検知部９８は、コネクタ９２，９６に，各対応する記録媒体２００，２１０が
装着されているか否かを検知する。
【００２４】
　尚、本実施の形態では、記録媒体を取り付けるインターフェース及びコネクタを２系統
持つものとして説明している。もちろん、記録媒体を取り付けるインターフェース及びコ
ネクタは、単数或いは複数、いずれの系統数を備える構成としても構わない。また異なる
規格のインターフェース及びコネクタを組み合わせて備える構成としても構わない。イン
ターフェース及びコネクタとしては、ＰＣＭＣＩＡカードやＣＦ（コンパクトフラッシュ
(登録商標)）カード等の規格に準拠したものを用いて構成して構わない。更に、インター
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フェース９０及び９４、コネクタ９２及び９６をＰＣＭＣＩＡカードやＣＦ（コンパクト
フラッシュ(登録商標)）カード等の規格に準拠したものを用いて構成した場合、ＬＡＮカ
ードやモデムカード、ＵＳＢカード、ＩＥＥＥ１３９４カード、ＳＣＳＩカード、ＰＨＳ
等の通信カード、等の各種通信カードを接続できる。これにより、他のコンピュータやプ
リンタ等の周辺機器との間で画像データや画像データに付属した管理情報を転送し合うこ
とができる。
【００２５】
　光学ファインダ１０４は、レンズ３１０に入射した光線を絞り３１２、レンズマウント
３０６及び１０６、ミラー１３０及び１３２を介して導き、光学像として結像表示する。
これにより画像表示部２８による電子ファインダ機能を使用せずに光学ファインダ１０４
のみを用いて撮影を行うことができる。また、光学ファインダ１０４には、表示部５４の
一部の機能、例えば、合焦表示、手振れ警告表示、フラッシュ充電表示、シャッタスピー
ド表示、絞り値表示、露出補正表示などが設置されている。
【００２６】
　通信部１１０は、ＲＳ２３２ＣやＵＳＢ，ＩＥＥＥ１３９４，ＳＣＳＩ、モデム、ＬＡ
Ｎ、無線通信等の各種通信機能を有する。この通信機能により他のコンピュータやプリン
タ等の周辺機器との間で画像データや画像データに付属した管理情報をやり取りできる。
画像データの転送に関しての詳細は後述する。１１２は、通信部１１０によりカメラ１０
０を他の機器と接続するコネクタ、或いは無線通信の場合はアンテナである。
【００２７】
　インターフェース１２０は、レンズマウント１０６内において、カメラ１００をレンズ
ユニット３００と接続する。コネクタ１２２は、カメラ１００をレンズユニット３００と
電気的に接続している。レンズ着脱検知部（不図示）は、レンズマウント１０６及び或い
はコネクタ１２２に、レンズユニット３００が装着されているか否かを検知する。コネク
タ１２２は、カメラ１００とレンズユニット３００との間で制御信号、状態信号、データ
信号等を伝え合うと共に、各種電圧の電流を供給する機能も備えている。また、このコネ
クタ１２２は電気通信のみならず、光通信、音声通信等を伝達する構成としても良い。
【００２８】
　２００はメモリカードやハードディスク等の記録媒体である。記録媒体２００は、半導
体メモリや磁気ディスク等から構成される記録部２０２、カメラ１００とのインタフェー
ス２０４、カメラ１００と接続を行うコネクタ２０６を備えている。また２１０はメモリ
カードやハードディスク等の記録媒体である。記録媒体２１０は、半導体メモリや磁気デ
ィスク等から構成される記録部２１２、カメラ１００とのインタフェース２１４、カメラ
１００と接続を行うコネクタ２１６を備えている。
【００２９】
　交換レンズタイプのレンズユニット３００において、インタフェース３２０は、レンズ
ユニット３００をカメラ１００と接続している。コネクタ３２２は、レンズユニット３０
０をカメラ１００と電気的に接続している。コネクタ３２２は、カメラ１００とレンズユ
ニット３００との間で制御信号、状態信号、データ信号等を伝送すると共に、各種電圧の
電流を供給される或いは供給する機能も備えている。また、コネクタ３２２は電気通信の
みならず、光通信、音声通信等を伝達する構成としても良い。絞り制御部３４０は、測光
部４６からの測光情報に基づいてシャッタ１２を制御するシャッタ制御部４０と連携しな
がら、絞り３１２を制御する。測距制御部３４２は、撮影レンズ３１０のフォーカシング
を制御する。ズーム制御部３４４は、撮影レンズ３１０のズーミングを制御する。
【００３０】
　レンズシステム制御回路３５０は、レンズユニット３００全体を制御している。レンズ
システム制御回路３５０は、動作用の定数、変数、プログラム等を記憶するメモリやレン
ズユニット３００固有の番号等の識別情報、管理情報、開放絞り値や最小絞り値、焦点距
離等の機能情報、現在や過去の各設定値などを保持する不揮発メモリも備えている。
【００３１】



(8) JP 4756950 B2 2011.8.24

10

20

30

40

50

　異物除去動作実行中は、防塵フィルタ１４が加振用部材１５により振動され、この振動
により防塵フィルタ１４の表面の塵や埃がふるい落とされる。本実施の形態では、この異
物除去の方法として防塵フィルタ１４を振動させる例を取り上げているが、加振用部材（
圧電素子）１５に印加する電圧の周期や防塵フィルタ１４の振動方向などに関して特に限
定するものではない。また発生させる振動は１次であっても高次であっても構わない。ま
た本発明に係る異物除去方法は、この実施の形態に限定するものではなく、他の方法であ
っても構わない。更に、異物を物理的に除去するだけではなく、撮像素子上の異物の位置
を検出して記憶しておき、撮影した画像データから、その異物のイメージデータを除去す
るような異物除去であっても良い。
【００３２】
　図２は、本実施の形態に係るカメラ１００における異物除去動作の起動を説明するフロ
ーチャートで、この処理はシステム制御部５０により実行される。
【００３３】
　ステップＳ１で、カメラ１００の電源がオンされるとステップＳ２に進み、上述した異
物除去動作を起動する。そしてステップＳ３で、撮影者が任意のタイミングで異物除去を
行ないたい場合に操作する異物除去スイッチ６８がオンされているとステップＳ２に戻っ
て、異物除去動作を繰り返し実行する。そしてステップＳ３で、異物除去スイッチ６８が
オフされるとステップＳ４に進み、カメラとしての通常の動作を実行する。
【００３４】
　そしてステップＳ５で、電源スイッチがオフされたかどうかを判定し、オフされていな
いときはステップＳ３に戻って前述の処理を実行する。そしてステップＳ５で、電源スイ
ッチがオフされるとステップＳ６に進み、異物除去動作を実行する。
【００３５】
　このようにしてカメラの電源オン時（ステップＳ１）や電源オフ時（ステップＳ４）、
或は撮影者が任意のタイミングで異物除去を行ないたい場合に操作する異物除去スイッチ
６８が押下されると（ステップＳ３）ことにより、異物除去動作が起動されている（ステ
ップＳ２，Ｓ６）。
【００３６】
　このように撮影者による異物除去操作が指示されない場合でも、所定のタイミング（例
えば、電源オン時、電源オフ時）で異物除去動作を起動することで、常に撮像素子に異物
が付着していない状態を保つことができる。尚、図２のフローチャートは、あくまでも異
物除去タイミングの一例を説明するもので、本発明を限定するものではない。例えば、レ
ンズ交換のタイミングに、異物除去動作を行うようにしても良い。
【００３７】
　［実施の形態１］
　次に、異物除去動作中に撮影者による何らかの動作要求があった場合の動きについて述
べる。
【００３８】
　図３は、本実施の形態１に係るカメラ１００において、異物除去中に撮影動作が要求さ
れた場合の処理を説明するフローチャートで、この処理を実行するプログラムはメモリ５
２に記憶されており、ＣＰＵ５０ａの制御の下に実行される。
【００３９】
　ステップＳ３０１では、異物除去動作を開始する。この異物除去動作の開始は、例えば
前述の図２のフローチャートで示すように、電源オン、或は異物除去スイッチ６８がオン
されることにより起動されるものとする。次にステップＳ３０２で、シャッタボタンによ
る撮影を指示するスイッチ６４（ＳＷ２）がオンされたかどうかをみる。スイッチ６４（
ＳＷ２）がオンされていないときはステップＳ３０３に進み、タイマ５０ｂの計時に基づ
いて所定時間が経過したかをみる。所定時間が経過していないときはステップＳ３０２に
戻り、再びスイッチ６４（ＳＷ２）がオンされたかどうかをみる。そしてステップＳ３０
３で所定時間が経過したと判定されると、その異物除去動作を終了してステップＳ３０５
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に進む。ステップＳ３０５以降の処理は、通常の撮影待機時の処理である。まずステップ
Ｓ３０５で、シャッタスイッチ（ＳＷ１）６２がオンされたかどうかを判定し、オンされ
ないときはステップＳ３０９に進むが、オンされるとステップＳ３０６に進み、通常の撮
影時と同様に、ＡＥ，ＡＦ処理等を実行してステップＳ３０７に進む。ステップＳ３０７
では、シャッタスイッチ（ＳＷ２）６４がオンされたかどうかを調べ、スイッチ６４がオ
ンされていないときはステップＳ３０５に戻るが、オンされるとステップＳ３０８に進み
、撮影を開始する。そしてステップＳ３０９で、異物除去スイッチ６８がオンされたかど
うかを調べ、スイッチ６８がオンされるとステップＳ３０１に進んで異物除去動作を開始
する。一方ステップＳ３０９で異物除去スイッチ６８がオンされないときはステップＳ３
０５に進んで前述の処理を繰り返す。
【００４０】
　一方、ステップＳ３０２で、異物除去動作中にシャッタスイッチ（ＳＷ２）６４が押さ
れた場合はステップＳ３１０に進んで異物除去動作を中止する。そしてステップＳ３１１
で撮影動作に移る。こうして一連の撮影動作が完了するとステップＳ３０１に戻り、中断
していた異物除去動作を再開する。
【００４１】
　尚ここでは、中断された異物除去動作は、撮影が完了した時点で再開される場合を示し
たが本発明はこれに限定されない。例えば、異物除去動作が中断された時点で異物除去状
態を判断し、その時点で、撮影終了後に異物除去動作を再開するかしないかを決定しても
良い。
【００４２】
　また異物除去状況の判断は、異物除去動作の経過時間により測定しても良く、また或は
何らかの異物検出手段による検出結果に基づくものでも構わない。
【００４３】
　また異物除去動作が、例えば加振用部材１５の最適な振動周波数を求めるための第１ス
テップと、決定された周波数で加振用部材１５の振動を開始する第２ステップとに分かれ
ている場合がある。この場合、異物除去動作を中断した時点で第１ステップが終了してい
れば、第２ステップから再開するようにしても良い。
【００４４】
　また図３では、シャッタスイッチ（ＳＷ２）６４による撮影動作の場合で説明したが、
シャッタスイッチ（ＳＷ１）６２のオン動作によっても同様に、異物除去動作を中断して
も良い。この場合は、通常の撮影と同様にＡＦ，ＡＥ処理を行い、その後シャッタスイッ
チ（ＳＷ２）６４がオンされると撮影動作を実行する。
【００４５】
　また、フラッシュ４８の充電動作やフラッシュ４８が収納・ポップアップ可能であるよ
うな場合には、フラッシュ４８のポップアップ動作タイミングで、異物除去動作を中断し
ても良い。このように、異物除去動作を中断する動作や機能に関して特に限定しない。
【００４６】
　このようの本実施の形態１によれば、異物除去動作中にシャッタボタンが押下されると
直ちに、その異物除去動作を中断して撮影動作に移行することができる。これにより、異
物除去動作中でもシャッタチャンスを逃すことなく、所望の撮影を実行することができる
という効果がある。
【００４７】
　［実施の形態２］
　次に、本発明の実施の形態２について説明する。
【００４８】
　この実施の形態２では、異物除去動作中に、撮影動作をはじめとする所定の動作要求を
受け付けた場合、実行中の異物除去動作を中断するかどうかを撮影者が予め設定できるこ
とを特徴としている。尚、この実施の形態２に係るカメラ１００の構成は前述の実施の形
態１の場合と同様であるため、その説明を省略する。
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【００４９】
　図４は、本実施の形態２に係るカメラ１００において、異物除去中に撮影動作が要求さ
れた場合の処理を説明するフローチャートで、この処理を実行するプログラムはメモリ５
２に記憶されており、ＣＰＵ５０ａの制御の下に実行される。尚、図４において、前述の
図３と共通している処理ステップは同じ記号で示し、その説明を省略する。
【００５０】
　ステップＳ３０１で開始された異物除去動作は、ステップＳ３０３で所定時間が経過し
たと判定されるまで続行されるが、この異物除去動作中にシャッタスイッチ（ＳＷ２）６
４が押された場合はステップＳ４０１に進む。このステップＳ４０１では、異物除去動作
を優先するか、或は撮影処理のいずれを優先するように設定されているかを判定する。こ
こで撮影が優先されていればステップＳ３１０に進み、図３で説明したように、異物除去
動作を中止してステップＳ３１１に進み、撮影を実行してステップＳ３０１に進む。
【００５１】
　一方、ステップＳ４０１で、異物除去動作が優先であればステップＳ４０２に進み、そ
の異物除去に必要な時間が経過するまで所定時間待機する。そして、この処理時間が経過
した後ステップＳ４０３に進んで異物除去動作を終了する。そしてステップＳ４０４で、
ステップＳ３１１と同様にして撮影処理を実行してステップＳ３０５に進む。
【００５２】
　尚、図４のフローチャートでは、シャッタースイッチ（ＳＷ２）６４により異物除去動
作を中断するかどうかを判定したが、シャッタスイッチ（ＳＷ１）６２によるＡＦや測光
動作においても同様に、異物除去動作を中止或は優先させるかどうかを判定しても良い。
また本実施の形態２では、異物除去動作を中断する動作や機能に関して特に限定するもの
ではない。
【００５３】
　尚、この優先順位の設定は、例えばカメラ１００のＵＩ画面を使用して設定しても良く
、或は専用のスイッチ等を設け、そのスイッチに設定に応じて判定しても良い。
【００５４】
　以上説明したように本実施の形態２によれば、異物除去動作の実行中にシャッタボタン
が押下されると、その異物除去動作を中断して直ちに撮影を実行するか、或は異物除去動
作を続行するかを指定できる。
【００５５】
　［実施の形態３］
　次に、本発明の実施の形態３について説明する。
【００５６】
　この実施の形態３では、異物除去動作中に撮影動作をはじめとする所定の動作要求を受
け付けた場合、その実行中の異物除去動作を中断するかどうか、カメラ本体が自動で判断
することを特徴としている。
【００５７】
　図５は、本実施の形態３に係るカメラ１００において、異物除去動作中に所定の動作要
求を受け付けた場合の処理を説明するフローチャートで、この処理を実行するプログラム
はメモリ５２に記憶されており、ＣＰＵ５０ａの制御の下に実行される。尚、図５におい
て、前述の図３と共通している処理ステップは同じ記号で示し、その説明を省略する。
　ステップＳ３０１で開始された異物除去動作は、ステップＳ３０３で所定時間が経過し
たと判定されるまで続行されるが、この異物除去動作中にシャッタスイッチ（ＳＷ２）６
４が押された場合はステップＳ５０１に進む。このステップＳ５０１では、設定絞り値や
演算絞り値が所定の絞り量より大きい（小絞り）かどうかを判定し、そうであればステッ
プＳ５０３に進み、異物除去に必要な所定時間が経過するまで待機する。そして、この所
定時間が経過するとステップＳ５０４に進み、異物除去動作を終了してステップＳ５０５
に進み、撮影処理を実行する。尚、ここで所定の絞り量とは、撮影画像に撮像素子のゴミ
の影響が目立ち始める値とする。
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【００５８】
　一方、ステップＳ５０１で、所定の絞り量でないときはステップＳ５０２に進み、設定
されている記録画質が高画質モードかどうかを判定する。高画質モードの場合はステップ
Ｓ５０３に進み、異物除去に必要な時間が経過するまで待機する。一方ステップＳ５０２
で、高画質モードでないときはステップＳ３１０に進んで異物除去動作を中止し、ステッ
プ３１１で撮影動作に移る。こうして一連の撮影動作が完了した後にステップＳ３０１に
戻って異物除去動作を再開する。
【００５９】
　このようの本実施の形態３によれば、撮影画像に対して異物の影響が大きい、つまり異
物除去優先と判断した場合、異物除去に必要な所定時間が経過するまで待機し、その所定
時間が経過すると異物除去動作を終了し、その後、撮影シーケンスを開始することができ
る。これにより、異物による撮影画像への影響をなくすことができる。また、異物の影響
が少ないと思われると、シャッタボタンによる撮影を優先させるので、シャッタチャンス
を逸する可能性を少なくできる。
【００６０】
　図５では、シャッタスイッチ（ＳＷ２）６４による撮影動作の場合で説明したが、シャ
ッタスイッチ（ＳＷ１）６２によるＡＦや測光動作によっても同様に、異物除去動作を中
断しても良い。また、異物除去動作を中断する動作や機能に関しても本実施の形態の構成
に限定するものではない。
【図面の簡単な説明】
【００６１】
【図１】本実施の形態に係るデジタル一眼レフカメラの機能構成を説明するブロック図で
ある。
【図２】本実施の形態に係るカメラにおける異物除去動作の起動を説明するフローチャー
トである。
【図３】本実施の形態１に係るカメラにおいて、異物除去中に撮影動作が要求された場合
の処理を説明するフローチャートである。
【図４】本実施の形態２に係るカメラにおいて、異物除去中に撮影動作が要求された場合
の処理を説明するフローチャートである。
【図５】本実施の形態３に係るカメラにおいて、異物除去動作中に所定の動作要求を受け
付けた場合の処理を説明するフローチャートである。
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