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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被写体の光学像を電気信号に変換する撮像素子と、
　前記撮像素子を用いて得られた画像を逐次表示することが可能な表示手段と、を備え、
絞りを制御して前記撮像素子へ入射する光量を調整する撮像装置であって、
　前記被写体の輝度を算出する算出手段と、
　前記算出手段により算出された輝度が所定範囲にある場合に前記絞りの絞り値を変更す
る制御手段と、を有し、
　前記制御手段は、前記表示手段による前記画像の逐次表示の開始前と逐次表示中とで前
記所定範囲を変更し、前記画像の逐次表示の開始前に前記被写体の輝度が前記所定範囲に
ある場合は前記画像の逐次表示の開始前に前記絞り値を変更することを特徴とする撮像装
置。
【請求項２】
　前記制御手段は、前記表示手段による前記画像の逐次表示の開始前に変更した前記絞り
値を、前記画像の逐次表示の開始時に用い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】
　前記制御手段は、前記算出手段により算出された輝度が、前記所定範囲のうち前記絞り
の絞り値を大きくするように変更するための第１の範囲にある場合に、前記表示手段によ
る前記画像の逐次表示の開始前の前記第１の範囲は、前記画像の逐次表示中の前記第１の
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範囲よりも低輝度の範囲を含むことを特徴とする請求項１又は請求項２に記載の撮像装置
。
【請求項４】
　前記表示手段による前記画像の逐次表示の開始前における前記第１の範囲の最低輝度を
第１の輝度、
　前記表示手段による前記画像の逐次表示中における前記第１の範囲の最低輝度を第２の
輝度、
　前記被写体の輝度が前記第１の範囲にある場合に大きくした前記絞り値を小さくする輝
度であり、前記第１の範囲外にある第３の輝度、とした場合、
　前記第１の輝度と前記第２の輝度との差が、前記第１の輝度と前記第３の輝度との差よ
り小さいことを特徴とする請求項３に記載の撮像装置。
【請求項５】
　前記制御手段は、前記算出手段により算出された輝度が、前記所定範囲のうち前記絞り
の絞り値を小さくするように変更するための第１の範囲にある場合に、前記表示手段によ
る前記画像の逐次表示の開始前の前記第１の範囲は、前記画像の逐次表示中の前記第１の
範囲よりも高輝度の範囲を含むことを特徴とする請求項１又は請求項２に記載の撮像装置
。
【請求項６】
　前記表示手段による前記画像の逐次表示の開始前における前記第１の範囲の最高輝度を
第１の輝度、
　前記表示手段による前記画像の逐次表示中における前記第１の範囲の最高輝度を第２の
輝度、
　前記被写体の輝度が前記第１の範囲にある場合に小さくした前記絞り値を大きくする輝
度であり、前記第１の範囲外にある第３の輝度、とした場合、
　前記第１の輝度と前記第２の輝度との差が、前記第１の輝度と前記第３の輝度との差よ
り小さいことを特徴とする請求項５に記載の撮像装置。
【請求項７】
　撮像画面における被写体の動きを検出する動き検出手段を有し、
　前記制御手段は、前記動き検出手段により検出された前記被写体の動きに応じて前記所
定範囲を変更することを特徴とする請求項１ないし請求項６のいずれか１項に記載の撮像
装置。
【請求項８】
　前記制御手段は、プログラム線図を変更することで前記所定範囲を変更することを特徴
とする請求項１ないし請求項７のいずれか１項に記載の撮像装置。
【請求項９】
　被写体の光学像を電気信号に変換する撮像素子と、前記撮像素子を用いて得られた画像
を逐次表示することが可能な表示手段と、を備え、絞りを制御して前記撮像素子へ入射す
る光量を調整する撮像装置の制御方法であって、
　前記被写体の輝度を算出する算出工程と、
　前記算出工程により算出された輝度が所定範囲にある場合に前記絞りの絞り値を変更す
る制御工程と、を有し、
　前記制御工程は、前記表示手段による前記画像の逐次表示の開始前と逐次表示中とで前
記所定範囲を変更し、前記画像の逐次表示の開始前に前記被写体の輝度が前記所定範囲に
ある場合は前記画像の逐次表示の開始前に前記絞り値を変更することを特徴とする撮像装
置の制御方法。
【請求項１０】
　請求項９に記載の撮像装置の制御方法をコンピュータに実行させるためのコンピュータ
で読み取り可能なプログラムコードを有するプログラム。 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　本発明は、電子ビューファインダ機能を有する撮像装置、その制御方法及びプログラム
に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、動画モニタ機能を有する撮像装置が知られている。動画モニタ機能とは、撮像装
置のモニタ（表示部）に被写体の撮影前の画像を表示する、いわゆるライブビュー機能で
ある。この種の撮像装置では、撮像素子（ＣＭＯＳイメージセンサ或いはＣＣＤイメージ
センサ等）により被写体の光学像を光電変換して得られた映像信号をデータ処理回路等で
所定の処理を施した後、モニタに画像（動画）として表示する。
【０００３】
　撮像装置のモニタに表示される画像の露出は、映像信号が所定値となるように、３つの
制御パラメータ（撮像素子に対する電荷の蓄積時間：Ｔｖ、絞り：Ａｖ、ＩＳＯ感度：Ｓ
ｖ）を切り換えることで制御されている。３つの制御パラメータの組み合わせは、撮像装
置に記憶されているプログラム線図に基づき決定される。被写体の輝度Ｅｖの値が求まる
と、３つの制御パラメータの値から明るさＢｖの値が決まる。以下の式は、Ｅｖと、Ｂｖ
、Ｔｖ、Ａｖ、Ｓｖとの関係式である。
【０００４】
　　Ｅｖ ＝ Ｂｖ+Ｓｖ ＝ Ｔｖ ＋ Ａｖ
　他方、撮像装置で絞りＡｖを制御することで露光量を制御する絞り駆動において、被写
体の輝度Ｅｖの変化に対してヒステリシスを設けることで絞り値の変化を抑えるという機
能に関する技術が提案されている（例えば、特許文献１参照）。
【０００５】
　ここで、ライブビュー機能を有する撮像装置において、ライブビュー時のプログラム線
図を以下のように決定した場合を考える。即ち、高いＩＳＯ感度でのノイズの増加、短い
蓄積時間（高速Ｔｖ）でのフレーム間の連続性が損なわれることによる違和感、絞りＡｖ
の変化による画像の露光量や深度の変化、そして、駆動音などの問題を考慮して、図６に
示すように決定したとする。
【０００６】
　図６において、上側の横軸と左側の縦軸は被写体の輝度Ｅｖ、下側の横軸は蓄積時間Ｔ
ｖ、右側の縦軸は絞りＡｖを示す。右下向きの「くの字状」矢印は暗くなる変化を示し、
左上向きの「くの字状」矢印は明るくなる変化を示す。図６のプログラム線図では、被写
体の輝度Ｅｖが低輝度から高輝度に変化する場合は実線を選択し、高輝度から低輝度に変
化する場合は２点鎖線を選択するものである。
【０００７】
　即ち、Ｅｖ４～Ｅｖ８とＥｖ８～Ｅｖ１２の輝度で絞りＡｖにヒステリシス（低輝度か
ら高輝度に変化する場合に選択する実線と、高輝度から低輝度に変化する場合に選択する
２点鎖線の経路が異なる特性）を設けている。
【０００８】
　例えば、図６において、被写体の輝度Ｅｖが低輝度から高輝度に変化する場合にはＥｖ
８を超えると絞り値を変更するのに対し、高輝度から低輝度に変化する場合にはＥｖ８を
下回っても絞り値を変更せず、Ｅｖ４を下回ることで絞り値を変更する。このように、被
写体の輝度Ｅｖが低輝度から高輝度に変化する場合と高輝度から低輝度に変化する場合と
で、絞り値を変化させる変化点となる輝度を異ならせることで、頻繁に絞り値が変化する
ことを抑えることができる。
【０００９】
　図７は、従来例に係る撮像装置の制御パラメータ演算処理（図６のプログラム線図にお
けるそれぞれの制御パラメータの値を決めるための概略の制御）を示すフローチャートで
ある。
【００１０】
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　図７において、撮像装置の制御部は、制御パラメータ演算処理を開始すると（ステップ
Ｓ７０１）、次の値を取得する。即ち、前回の演算処理で算出された絞り値ＰｒｅＡｖと
、今回の演算処理を行う直前の被写体の輝度Ｅｖをそれぞれ取得する（ステップＳ７０２
、ステップＳ７０３）。次に、制御部は、被写体の輝度Ｅｖが、前回の絞り値ＰｒｅＡｖ
の連動範囲内にあるかどうかを確認し、絞り値を絞り値ＰｒｅＡｖから変更する必要があ
るか否かを判定する（ステップＳ７０４）。ここで、連動範囲とは、図６のプログラム線
図で水平方向の太線（太い実線、太い２点鎖線）で示す範囲である。
【００１１】
　被写体の輝度Ｅｖが連動範囲外の場合は、被写体の輝度Ｅｖが連動範囲内となるように
制御パラメータ演算を行い、制御パラメータ（Ｔｖ、Ａｖ、Ｓｖ）の値を算出する（ステ
ップＳ７０５）。被写体の輝度Ｅｖが連動範囲内の場合は、前回の絞り値ＰｒｅＡｖに基
づき制御パラメータ演算を行い、その他の制御パラメータ（Ｔｖ、Ｓｖ）の値を算出する
（ステップＳ７０６）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１２】
【特許文献１】特開平１０－２０３５８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１３】
　上述した従来の撮像装置において、ライブビュー開始時は主被写体に比べ主被写体以外
がよりぼける現象を緩和するため、および焦点合わせの精度がはっきり分かるようにする
ために、絞り制御にヒステリシスのある輝度範囲では、開放側の絞りが選択される。すな
わち、従来の撮像装置においてライブビューを開始する場合、絞り値Ａｖは設定可能な最
も開放される絞り値（設定可能な最も小さい絞り値）が設定される。
【００１４】
　しかし、従来は、上記のように開放側の絞りを選択するため、ライブビューを開始する
時に例えば図６に示すＥｖ７～Ｅｖ８の輝度ではＦ１．８の絞りとなる。この場合、被写
体の輝度が高輝度側に１段程度変化すると、すぐに絞り値が変化してしまう。その結果、
絞り値の変化に伴い、深度の変化、音の変化、画像の輝度変化などが生じてしまい、操作
者が違和感を持つという問題があった。
【００１５】
　本発明は上記問題点を鑑みてなされたものであり、絞り値の変化を抑えることで操作者
が感じる違和感を生じにくくすることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１６】
　上記目的を達成するために、本発明に係る撮像装置は、被写体の光学像を電気信号に変
換する撮像素子と、前記撮像素子を用いて得られた画像を逐次表示することが可能な表示
手段と、を備え、絞りを制御して前記撮像素子へ入射する光量を調整する撮像装置であっ
て、前記被写体の輝度を算出する算出手段と、前記算出手段により算出された輝度が所定
範囲にある場合に前記絞りの絞り値を変更する制御手段と、を有し、前記制御手段は、前
記表示手段による前記画像の逐次表示の開始前と逐次表示中とで前記所定範囲を変更し、
前記画像の逐次表示の開始前に前記被写体の輝度が前記所定範囲にある場合は前記画像の
逐次表示の開始前に前記絞り値を変更することを特徴とする。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明によれば、絞り値の変化に伴う深度の変化、音の変化、画面の輝度変化などの操
作者が感じる違和感を生じにくくすることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
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【図１】本発明の実施の形態に係る撮像装置の構成を示すブロック図である。
【図２】本発明の実施の形態に係る制御パラメータ演算処理を示すフローチャートである
。
【図３】本発明の実施の形態に係る撮像装置で使用する通常のプログラム線図である。
【図４】本発明の実施の形態に係る撮像装置で使用するライブビュー開始時用のプログラ
ム線図である。
【図５】本発明の実施の形態に係る撮像装置で使用する蓄積時間Ｔｖを高速側まで選択可
能な場合に使用されるプログラム線図である。
【図６】従来例に係る撮像装置で使用するプログラム線図である。
【図７】従来に係る撮像装置における制御パラメータ演算処理を示すフローチャートであ
る。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　以下、本発明の実施の形態を図面に基づいて説明する。
【００２０】
　図１は、本発明の実施の形態に係る撮像装置の構成を示すブロック図である。
【００２１】
　図１において、撮像装置１００は、デジタルカメラとして構成されており、記録媒体２
００とレンズユニット３００が着脱可能に装着されている。撮像装置１００は、シャッタ
１２、撮像素子１４、画像処理回路２０、画像表示部２９、測距制御部４２、測光制御部
４４、システム制御部５０等を備えている。記録媒体２００は、記録部２０２等を備えて
いる。レンズユニット３００は、撮影レンズ３１０、絞り３１２、レンズシステム制御部
３５０等を備えている。尚、図１の構成で本発明の要旨に直接関係しない構成については
説明を簡略化または省略する。
【００２２】
　シャッタ１２は、撮像素子１４への露光量を制御する。撮像素子１４は、被写体の光学
像を電気信号に変換する。ミラー１３０、１３２は、レンズユニット３００の撮影レンズ
３１０に入射した光線を、一眼レフ方式により光学ファインダ１０４に導く。尚、ミラー
１３０は、クイックリターンミラー、ハーフミラーのどちらの構成でもよい。撮影時にお
いては、撮影レンズ３１０に入射した光線は、絞り３１２、レンズマウント３０６、撮像
装置１００のレンズマウント１０６、ミラー１３０、シャッタ１２を介して光学像として
撮像素子１４に結像される。ミラー１３０がクイックリターンミラーの場合、撮影時には
ミラー１３０は待避位置に移動するため、撮影レンズ３１０に入射した光線はミラー１３
０を介することなく撮像素子１４に結像される。
【００２３】
　Ａ／Ｄ変換器１６は、撮像素子１４から出力されるアナログ信号をデジタル信号にＡ／
Ｄ変換する。タイミング発生回路１８は、メモリ制御回路２２及びシステム制御部５０に
より制御され、撮像素子１４、 Ａ／Ｄ変換器１６、システム制御５０にクロック信号や
制御信号を供給する。
【００２４】
　画像処理回路２０は、 Ａ／Ｄ変換器１６或いはメモリ制御回路２２から出力されるデ
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、画像処理回路２０は、連続
する２つの画像を使ってフレーム間の相関のズレ量とその方向を求め、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。また、画像処理回路２０は、撮像素子
１４から出力される電気信号をＡ／Ｄ変換器１６でＡ／Ｄ変換したデータに基づき被写体
の輝度を算出する。
【００２５】
　また、画像処理回路２０は、得られた演算結果に基づいて、システム制御部５０がシャ
ッタ制御部４０、測距制御部４２に対して制御を行うＴＴＬ（スルー・ザ・レンズ）方式
のＡＦ（オートフォーカス）処理、ＡＥ（自動露出）処理を行う。更に、画像処理回路２
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０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）処理も行う。
【００２６】
　尚、本実施の形態では、測距制御部４２及び測光制御部４４を専用に備える構成として
いるため、光学ファインダ１０４の使用時は、測距制御部４２及び測光制御部４４を用い
てＡＦ処理、ＡＥ処理、ＥＦ（フラッシュ調光）処理の各処理を行う。また、電子ビュー
ファインダ（以下、ＥＶＦとする）の使用時は、システム制御部５０の制御により画像処
理回路２０を用いたＡＦ処理、ＡＥ処理、ＥＦ処理の各処理を行うように自動で切り換え
る。
【００２７】
　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。タイミング発生回路１８の制御信号は、システム制御部５０にも入力されている。こ
れにより、システム制御部５０は撮像制御のタイミングを知ることができる。Ａ／Ｄ変換
器１６から出力されるデータは、画像処理回路２０及びメモリ制御回路２２を介して或い
は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。
【００２８】
　画像表示部２９は、例えばＴＦＴ ＬＣＤから構成されており、撮像装置１００で撮影
した被写体の画像（静止画、動画）の表示を行う。撮像装置１００においては、被写体の
撮影前画像を画像表示部２９或いは画像出力部を介して外部のモニタ（不図示）に逐次表
示することで、ＥＶＦとして機能させることができる。尚、本実施の形態では、撮像装置
１００は操作部７０への操作によって、画像表示部２９或いは外部のモニタをＥＶＦとし
て使用するライブビュー機能を実行するものとする。
【００２９】
　メモリ３０は、撮影した静止画像や動画像を格納するものであり、所定枚数の静止画像
や所定時間の動画像を格納するのに十分な記憶量を備えている。また、メモリ３０は、シ
ステム制御部５０の作業領域としても使用することが可能である。圧縮・伸長回路３２は
、適応離散コサイン変換（ＡＤＣＴ）等により画像データを圧縮／伸長する回路であり、
メモリ３０に格納された画像データを読み込んで圧縮処理或いは伸長処理を行い、処理を
終えた画像データをメモリ３０に書き込む。
【００３０】
　シャッタ制御部４０は、測光制御部４４からの測光情報に基づいて、レンズユニット３
００の絞り３１２を制御する絞り制御部３４０と連携しながらシャッタ１２を制御する。
測距制御部４２は、ＡＦ処理を行う。撮影レンズ３１０に入射した光線を一眼レフ方式に
より、絞り３１２、レンズマウント３０６、１０６、ミラー１３０、不図示の測距用サブ
ミラーを介して測距制御部４２に入射させることで、光学像として結像された画像の合焦
状態を測定する。
【００３１】
　測光制御部４４は、ＡＥ処理を行う。撮影レンズ３１０に入射した光線を一眼レフ方式
により、絞り３１２、レンズマウント３０６、１０６、ミラー１３０、１３２、不図示の
測光用レンズを介して測光制御部４４に入射させることで、光学像として結像された画像
の露出状態を測定する。
【００３２】
　尚、ＥＶＦの使用時においては、撮像素子１４により撮像した画像データを画像処理回
路２０により演算した演算結果に基づき、システム制御部５０が以下の制御を行う。シャ
ッタ制御手段４０、絞り制御部３４０、測距制御部３４２に対して制御を行うビデオＴＴ
Ｌ方式を用いて露出制御及びＡＦ制御を行う。
【００３３】
　この場合、測距制御部４２による測定結果と、撮像素子１４により撮像した画像データ
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を画像処理回路２０により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。また、測光制御部４４による測定結果と、撮像素子１４により撮像した画像データを
画像処理回路２０により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
。
【００３４】
　システム制御部５０は、撮像装置１００の全体を制御するものであり、プログラム（画
像制御の制御パラメータの値を演算するアルゴリズム）に基づき、図２のフローチャート
に示す処理を実行する。システム制御部５０は、ＥＶＦで表示する被写体の撮影前画像の
明るさを制御するための複数のプログラム線図（画像制御の制御パラメータの値を演算す
るためのアルゴリズム）を格納している。本実施の形態では、複数のプログラム線図とし
ては、図３に示す通常のプログラム線図、図４に示すライブビュー開始時に使用されるプ
ログラム線図、図５に示す短い蓄積時間（高速Ｔｖ）まで選択可能な場合に使用されるプ
ログラム線図などがある。詳細は後述する。
【００３５】
　また、システム制御部５０は、画像処理回路２０により算出された被写体の輝度を画像
制御の制御パラメータの値に変換する。また、システム制御部５０は、ライブビュー開始
時とライブビュー中とで、画像制御の制御パラメータ演算処理において、レンズユニット
３００の絞り３１２を変化させる変化点となる輝度が異なるように制御を行う。また、シ
ステム制御部５０は、ライブビュー中において、画像処理回路２０により被写体の動きを
検知した結果に基づき、プログラム線図で設定可能な蓄積時間Ｔｖを切り換える制御を行
う。
【００３６】
　表示部５４は、システム制御部５０でのプログラムの実行に応じて、動作状態やメッセ
ージ等を文字・画像で表示出力／音声出力する。表示部５４は、例えばＬＣＤ・ＬＥＤ・
発音素子等の組み合わせから構成され、撮像装置１００の操作部近辺の視認し易い位置に
単数（或いは複数）設置されている。また、表示部５４は、その一部の機能が光学ファイ
ンダ１０４内に設置されている。
【００３７】
　シャッタスイッチＳＷ１・６２は、シャッタボタン（不図示）の操作途中でＯＮ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。
【００３８】
　シャッタスイッチＳＷ２・６４は、シャッタボタンの操作完了でＯＮとなり、一連の処
理（露光処理、現像処理、記録処理）の動作開始を指示する。露光処理では、撮像素子１
４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
像データとして書き込む。現像処理では、画像処理回路２０やメモリ制御回路２２での演
算を用いて行う。記録処理では、メモリ３０から画像データを読み出し、圧縮・伸長回路
３２で圧縮を行い、記録媒体２００に書き込む。
【００３９】
　操作部７０は、メニューボタン、セットボタン、メニュー選択などに用いる十字ボタン
、クイックレビューＯＮ／ＯＦＦスイッチ、圧縮モードスイッチ、再生スイッチ、ＡＦモ
ード設定スイッチ等を備える。また、操作部７０は、ライブビュー機能の開始を指示する
ライブビュースイッチを備えていて、光学ファインダ使用時にライブビュースイッチを操
作することでＥＶＦが使用可能となり、ライブビュー機能が実行される。
【００４０】
　尚、ライブビュー機能の開始を指示するための専用のスイッチを備えるのではなく、他
の構成によりライブビュー機能の開始を指示しても構わない。例えば、複数の撮影モード
から任意の撮影モードを選択する撮影モード選択スイッチを備え、ライブビューモード或
いは動画撮影モードが選択されることでライブビュー機能の開始を指示する構成であって
もよい。
【００４１】
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　インタフェース部９０は、撮像装置１００と記録媒体２００との間のインタフェースを
司る。コネクタ９２は、記録媒体２００のコネクタ２０６と接続され、撮像装置１００を
記録媒体２００に電気的に接続する。
【００４２】
　光学ファインダ１０４は、撮影レンズ３１０に入射した光線を、一眼レフ方式により、
絞り３１２、レンズマウント３０６、１０６、ミラー１３０、１３２を介して導き、光学
像として結像し表示する。これにより、画像表示部２９をＥＶＦとして使用せずに、光学
ファインダ１０４のみを用いた撮影が可能である。また、光学ファインダ１０４内には、
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、露出補正表示等）が設置されている。
【００４３】
　インタフェース部１２０は、レンズマウント１０６内において撮像装置１００をレンズ
ユニット３００に接続する。コネクタ１２２は、レンズユニット３００のコネクタ３２２
と接続され、撮像装置１００をレンズユニット３００に電気的に接続する。撮像装置１０
０のレンズマウント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
ているか否かは、接続検知部（不図示）で検知する。
【００４４】
　記録媒体２００は、例えばメモリカード或いはハードディスクから構成される。記録媒
体２００は、半導体メモリ或いは磁気ディスクから構成される記録部２０２、撮像装置１
００とのインタフェースを司るインタフェース部２０４、撮像装置１００と接続を行うコ
ネクタ２０６を備えている。
【００４５】
　レンズユニット３００は、交換レンズタイプであり、撮影レンズ３１０、絞り３１２、
レンズマウント３０６、インタフェース部３２０、コネクタ３２２、絞り制御部３４０、
測距制御部３４２、レンズシステム制御部３５０等を備えている。絞り３１２は、撮像装
置１００の撮像素子１４に対する光量を調節する。レンズマウント３０６は、レンズユニ
ット３００を撮像装置１００に対し機械的に結合するものであり、レンズユニット３００
を撮像装置１００と電気的に接続する各種機能を含む。
【００４６】
　インタフェース部３２０は、レンズマウント３０６内においてレンズユニット３００を
撮像装置１００に接続する。コネクタ３２２は、レンズユニット３００を撮像装置１００
に電気的に接続する。
【００４７】
　絞り制御部３４０は、測光制御部４４からの測光情報、または撮像素子１４により撮像
した画像データを画像処理回路２０により演算した演算結果に基づいて、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。防振制御部３４４は、防振ユニット３１４を制御する。
【００４８】
　レンズシステム制御部３５０は、レンズユニット３００全体を制御する。レンズシステ
ム制御部３５０は、動作用の定数、変数、プログラム等を記憶するメモリ、レンズユニッ
ト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等を保持する不揮発メモリの機能も備える。
【００４９】
　次に、上記の構成を備える本実施の形態の撮像装置の動作について図２乃至図６を参照
しながら説明する。
【００５０】
　本実施の形態の撮像装置では、画像表示部２９をＥＶＦとして使用するライブビュー機
能を開始する時に、画像の露出制御を行うために被写体の輝度Ｅｖを算出する。更に、算
出した被写体の輝度Ｅｖに基づき、画像制御の制御パラメータである、蓄積時間：Ｔｖ（
撮像素子１４に対する電荷の蓄積時間）、絞り値：Ａｖ、及びＩＳＯ感度：Ｓｖ（撮像素
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子１４から出力される電気信号のゲイン）を決定する必要がある。ＥＶＦを使用する時の
被写体の輝度Ｅｖは、撮像素子１４により撮像した画像データを画像処理回路２０により
演算して求めた値である。
【００５１】
　図２は、撮像装置１００における制御パラメータ演算処理を示すフローチャートである
。尚、本実施の形態では、制御パラメータ演算処理はライブビュー機能を開始する時、お
よびライブビュー中に所定期間が経過するごとに行われるものとする。
【００５２】
　図２において、撮像装置のシステム制御部５０は、制御パラメータ演算処理を開始する
と（ステップＳ２０１）、次の値を取得する。即ち、前回の演算処理で算出された絞り値
ＰｒｅＡｖと、今回の演算処理を行う直前の被写体の輝度Ｅｖをそれぞれ取得する（ステ
ップＳ２０２、ステップＳ２０３）。尚、今回の演算処理がライブビュー開始時に行われ
る演算処理である場合、今回の演算処理以前に演算処理が行われていないものとして、絞
り値ＰｒｅＡｖ＝０とする。
【００５３】
　次に、システム制御部５０は、今回の演算処理がライブビュー開始時に行われる演算処
理であるかどうかを判定する（ステップＳ２０４）。ライブビュー開始時に行われる演算
処理でない場合、被写体の輝度Ｅｖが、絞り値ＰｒｅＡｖの連動範囲内にあるかどうかを
確認し、絞り値を絞り値ＰｒｅＡｖから変更する必要があるか否かを判定する（ステップ
Ｓ２０５）。
【００５４】
　被写体の輝度Ｅｖが連動範囲外の場合は、システム制御部５０は、被写体の輝度Ｅｖが
連動範囲内となるように制御パラメータ演算を行い、制御パラメータ（Ｔｖ、Ａｖ、Ｓｖ
）の値を算出する（ステップＳ２０６）。一方、被写体の輝度Ｅｖが連動範囲内の場合は
、システム制御部５０は、絞り値ＰｒｅＡｖに基づき制御パラメータ演算を行い、その他
の制御パラメータ（Ｔｖ、Ｓｖ）の値を算出する（ステップＳ２０７）。
【００５５】
　また、今回の演算処理がライブビュー開始時の演算処理である場合、システム制御部５
０は絞り値の変化点となる輝度と被写体の輝度Ｅｖを比較し、被写体の輝度Ｅｖが絞り値
の変化点となる輝度を基準とした所定範囲内である否かを判定する（ステップＳ２０８）
。なお、ここでの絞り値の変化点となる輝度は、後述の図３に示す実線の折り返し点の輝
度とする。
【００５６】
　被写体の輝度Ｅｖが所定範囲内である場合は、システム制御部５０は、絞り値Ａｖの値
がプログラム線図上で設定可能な最も小絞り側の絞り値となるように制御パラメータ演算
を行い、制御パラメータ（Ｔｖ、Ａｖ、Ｓｖ）の値を算出する（ステップＳ２０９）。尚
、プログラム線図上で設定可能な最も小絞り側の絞り値は、プログラム線図上で設定可能
な最も大きい値が対応している。
【００５７】
　被写体の輝度Ｅｖが所定範囲外である場合は、システム制御部５０は、プログラム線図
上で設定可能な最も開放側の絞り値となるように制御パラメータ演算を行い、制御パラメ
ータ（Ｔｖ、Ａｖ、Ｓｖ）の値を算出する（ステップＳ２１０）。尚、プログラム線図上
で設定可能な最も開放側の絞り値は、プログラム線図上で設定可能な最も小さい値が対応
している。
【００５８】
　次に、撮像装置１００の上記制御の具体例について図３乃至図５のプログラム線図を参
照しながら説明する。
【００５９】
　図３は、撮像装置１００で使用される通常のプログラム線図である。図４は、撮像装置
１００でライブビュー開始時に使用されるプログラム線図である。図５は、撮像装置１０
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０で蓄積時間Ｔｖを高速側まで選択可能な場合に使用されるプログラム線図である。
【００６０】
　図３において、上側の横軸および左側の縦軸は被写体の輝度Ｅｖ、下側の横軸は撮像素
子１４に対する電荷の蓄積時間Ｔｖ、右側の縦軸は絞り値Ａｖを示す。図３のプログラム
線図を使用する撮像装置では、ＩＳＯ感度：Ｓｖは１００固定で、蓄積時間Ｔｖは１／８
～１／８０００、絞り値ＡｖはＦ１．８～Ｆ２９の間で切り換えることで、被写体の輝度
Ｅｖ０～１８の範囲内で適正な露出制御を行うことができる。本実施の形態では、被写体
の輝度Ｅｖが図３の斜線で示す範囲にある場合、絞り値を被写体の輝度Ｅｖが変化しても
変化しにくい絞り値に変更する点を特徴としている。
【００６１】
　被写体の輝度Ｅｖと比較するための絞り値の変化点となる輝度（所定輝度）は、図３の
太い実線の折り返し点（左上向きの矢印に対応する角の変化点）、太い２点鎖線の折り返
し点（右下向きの矢印に対応する角の変化点）に相当する。すなわち、絞り値を大きくす
る変化点となる輝度が太い実線の折り返し点に相当し、絞り値を小さくする変化点となる
輝度が太い２点鎖線の折り返し点に相当する。上述した図２のステップＳ２０８では、絞
り値を大きくする変化点となる輝度が太い実線の折り返し点を絞り値の変化点となる輝度
としている。
【００６２】
　図３に示すように、プログラム線図としては、絞り値をできるだけ一定に維持するよう
に制御するＡｖ優先で、Ｆ１．８で輝度Ｅｖ０～８が連動範囲、Ｆ７．１で輝度Ｅｖ４～
１２、Ｆ２９で輝度Ｅｖ８～１８が連動範囲となっている。絞り値ＡｖがＦ１．８からＦ
７．１に変わるのは、絞り値ＡｖがＦ１．８で制御されている時に、被写体の輝度がＥｖ
８を上回った時（図３の下側の実線の折り返し点）である。
【００６３】
　また、絞り値ＡｖがＦ７．１になった後、絞り値ＡｖがＦ１．８になるのは、被写体の
輝度がＥｖ４を下回った時（図３の下側の２点鎖線の折り返し点）である。つまり、図３
のプログラム線図では、絞りを絞る時の制御を実線で表し、絞りを開く時の制御を２点鎖
線で表している。また、絞り値ＡｖがＦ７．１からＦ２９に変わる場合、絞り値ＡｖがＦ
２９からＦ７．１に変わる場合も同様である。
【００６４】
　上記の図２のフローチャートと図３のプログラム線図から、撮像装置においてライブビ
ュー中であれば、上述した通り、絞り値ＡｖがＦ１．８からＦ７．１に変わるのは被写体
の輝度Ｅｖが８を上回った場合である。
【００６５】
　従来は、ライブビュー開始時は主被写体に比べ主被写体以外がよりぼける現象を緩和す
るため、および焦点合わせの精度がはっきり分かるようにするために、開放側の絞り値を
選択するようにしていた。しかしながら、ライブビュー開始時の被写体の輝度が例えばＥ
ｖ７からＥｖ８の範囲の場合、被写体の輝度が１Ｅｖでも明るくなると絞りが変わってし
まい、表示画像の深度が変わったり、絞り駆動に伴う不快な音や表示画像の露出の乱れが
発生したりする。
【００６６】
　そこで、本実施の形態では、ライブビュー開始時の被写体の輝度が絞り値を大きくする
変化点となる輝度を基準とした所定範囲内であれば、被写体の輝度の変化に対して絞り値
がより変化しにくいように制御する。具体的には、ライブビュー開始時の被写体の輝度が
Ｅｖ７からＥｖ８の範囲内、あるいはＥｖ１１からＥｖ１２の範囲内であれば小絞り側の
絞り値を選択し、そうでなければ開放側の絞り値を選択するように制御する。そして、選
択された絞り値および被写体の輝度に基づいてその他の制御パラメータの制御値を算出す
る。
【００６７】
　これに対し、表示画像のフレーム間の連続性が損なわれないように蓄積時間Ｔｖが長く
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なるように制御するＴＶ優先の場合は、次のように演算処理を行ってもよい。Ａｖ優先の
場合とは異なり、ライブビュー開始時の被写体の輝度が絞り値を小さくする変化点となる
輝度を基準とした所定範囲内であれば、開放側の絞り値を選択し、そうでなければ小絞り
側の絞り値を選択するように制御すればよい。
【００６８】
　すなわち、被写体の輝度が変化点となる輝度を上回ったら絞り値を大きくする場合、ラ
イブビュー開始時の変化点となる輝度をライブビュー中の変化点の輝度よりも低輝度とす
る。一方、被写体の輝度が変化点となる輝度を下回ったら絞り値を小さくする場合、ライ
ブビュー開始時の変化点となる輝度をライブビュー中の変化点の輝度よりも高輝度とする
。　また、本実施の形態では、説明の便宜上、ライブビュー開始時に絞り値の選択を切り
換える段数を１段としたが、これに限定されるものではない。変化点となる輝度を基準と
した所定範囲は、本発明の主旨を逸脱しない範囲で変更してもよい。
【００６９】
　また、本実施の形態では、１つのプログラム線図を用いて、ライブビュー開始時の輝度
とプログラム線図の絞り値の変化点となる輝度との差を比較した結果に基づき絞り値を切
り換えるが、これに限定されるものではない。撮像装置のシステム制御部５０が、図４に
示すような、ライブビュー開始時用のプログラム線図を別に装備してもよい。例えば、図
２のステップＳ２０４においてライブビュー開始時に行われる演算処理であると判定され
た場合に、プログラム線図を図４に示すプログラム線図に切り換えてそれぞれの制御パラ
メータの値を算出するようにすればよい。
【００７０】
　尚、ライブビュー中に表示する撮影前画像のフレーム間の連続性が損なわれるか否かは
、ライブビュー中の撮像素子１４への電荷の蓄積時間と撮像画面における被写体の動きと
に密接に関わってくる。例えば、動きが遅い被写体もしくは動いていない被写体に対して
は、蓄積時間を短くしても、フレーム間の連続性が損なわれる可能性は低い。
【００７１】
　そこで、被写体の動きが所定量以下であれば、図５に示す蓄積時間Ｔｖを高速側まで使
用可能なプログラム線図を用いてもよい。図５のプログラム線図では、蓄積時間Ｔｖをよ
り高速側まで使用することができ、その分、絞り値をより一定に維持するように制御する
ことができる。
【００７２】
　尚、被写体の動きが所定量以下か否かの判定は画像処理回路２０で行えばよく、被写体
の動き（動き量）或いは被写体が移動する速度を検出する方法としては、以下の方法のい
ずれを用いてもよい。即ち、連続するフレーム間の相関に基づいて被写体の動き或いは速
度を検出する方法、撮像素子１４により撮像した画像のコントラスト成分の変化（撮像面
ＡＦの評価値の変化量）に基づいて被写体の動き或いは速度を検出する方法のいずれを用
いてもよい。
【００７３】
　ただし、上述したいずれの方法を用いて被写体の動きが所定量以下か否かの判定を行う
場合でも、ライブビュー開始時には画像が取得されていないので判定することができない
。そのため、図２におけるステップＳ２０４で今回の演算処理がライブビュー開始時に行
われる演算処理ではないと判定された場合に、ステップＳ２０５を行う前に被写体の動き
が所定量以下か否かを判定すればよい。
【００７４】
　以上詳細に説明したように、本実施の形態では、ライブビュー開始時における絞り値を
プログラム線図に基づき決定する際に、被写体の輝度の変化があっても絞り値の変化を抑
えるように制御している。これにより、絞り変化による深度の変化、音の変化、画面の輝
度変化などが生じる頻度を低減することが可能となるため、操作者が感じる違和感を生じ
にくくすることが可能となる。
【００７５】
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　〔他の実施の形態〕
　また、本発明の目的は、以下の処理を実行することにより達成される。即ち、上述した
実施形態の機能を実現するソフトウェアのプログラムコードを記録した記憶媒体を、シス
テム或いは装置に供給し、そのシステム或いは装置のコンピュータ（又はＣＰＵやＭＰＵ
等）が記憶媒体に格納されたプログラムコードを読み出す処理である。
【００７６】
　この場合、記憶媒体から読み出されたプログラムコード自体が前述した実施の形態の機
能を実現することになり、そのプログラムコード及び該プログラムコードを記憶した記憶
媒体は本発明を構成することになる。
【００７７】
　また、プログラムコードを供給するための記憶媒体としては、次のものを用いることが
できる。例えば、フロッピー（登録商標）ディスク、ハードディスク、光磁気ディスク、
ＣＤ－ＲＯＭ、ＣＤ－Ｒ、ＣＤ－ＲＷ、ＤＶＤ－ＲＯＭ、ＤＶＤ－ＲＡＭ、ＤＶＤ－ＲＷ
、ＤＶＤ＋ＲＷ、磁気テープ、不揮発性のメモリカード、ＲＯＭ等である。または、プロ
グラムコードをネットワークを介してダウンロードしてもよい。
【００７８】
　また、コンピュータが読み出したプログラムコードを実行することにより、上記実施の
形態の機能が実現される場合も本発明に含まれる。加えて、そのプログラムコードの指示
に基づき、コンピュータ上で稼動しているＯＳ（オペレーティングシステム）等が実際の
処理の一部または全部を行い、その処理により前述した実施形態の機能が実現される場合
も含まれる。
【００７９】
　更に、前述した実施形態の機能が以下の処理により実現される場合も本発明に含まれる
。即ち、記憶媒体から読み出されたプログラムコードが、コンピュータに挿入された機能
拡張ボードやコンピュータに接続された機能拡張ユニットに備わるメモリに書き込まれる
。その後、そのプログラムコードの指示に基づき、その機能拡張ボードや機能拡張ユニッ
トに備わるＣＰＵ等が実際の処理の一部または全部を行う場合である。
【符号の説明】
【００８０】
１４　撮像素子
２０　画像処理回路
２９　画像表示部
５０　システム制御部
１００　撮像装置
３００　レンズユニット
３１２　絞り
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