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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　撮影レンズを介して被写体を撮像する撮像部；
　前記撮像部が撮像した被写体の画像をスルー表示する表示部；
　前記撮像部が撮像した被写体の画像に基づいて焦点状態を検出し、検出した焦点状態に
基づいて焦点調節レンズ群を移動させて特定被写体に合焦させる自動焦点調節部；
　前記自動焦点調節部が前記特定被写体に合焦させたときに、該自動焦点調節部による焦
点調節レンズ群の移動を禁止してフォーカスロックするフォーカスロック部；
　前記フォーカスロック部がフォーカスロックしているか否かを検出するフォーカスロッ
ク検出部；
　前記撮影レンズが、前記焦点調節レンズ群を前記自動焦点調節部とは独立した手動操作
により移動させる手動操作部を備えた特定撮影レンズであるか否かを検出するレンズ検出
部；及び
　前記フォーカスロック検出部が前記フォーカスロック部のフォーカスロックを検出し、
かつ前記レンズ検出部が撮影レンズが前記特定撮影レンズであることを検出したときに、
前記表示部において、前記特定被写体の画像を部分的にまたは全体的に画像処理してその
他の被写体の画像と識別して表示させる識別表示制御部；
　を備えることを特徴とするデジタルカメラ。
【請求項２】
　請求項１記載のデジタルカメラにおいて、
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　前記表示部において、前記撮像部が撮像した被写体の画像のうち、少なくとも前記特定
被写体の画像を含む領域を拡大して表示する拡大表示制御部をさらに備えており、
　前記識別表示制御部は、前記拡大表示制御部による拡大表示が実行されたときに、前記
表示部において、前記特定被写体の画像を部分的にまたは全体的に画像処理してその他の
被写体の画像と識別して表示させるデジタルカメラ。
【請求項３】
　請求項１または２記載のデジタルカメラにおいて、
　前記識別表示制御部は、前記表示部において、前記特定被写体の輪郭の画像をその他の
被写体の輪郭の画像とは異なる太さ、色または輝度で表示するデジタルカメラ。

                                                                                
      
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、合焦した特定被写体の画像をその他の被写体の画像と識別して表示する識別
表示（ピーキング表示）が可能なデジタルカメラに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、デジタルカメラにおいて、モニターに表示された画像中、どの被写体画像に合焦
しているのかの視認性、識別性を向上させるために、合焦した特定被写体の画像の輪郭部
及びその周縁部を他の被写体の画像とは異なる色で表示するなどにより識別表示し、また
は合焦した特定被写体の画像を含む画像領域の色若しくは輝度を他の被写体の画像の色若
しくは輝度と異ならせるなどにより識別表示するピーキング表示技術（特許文献１－３）
が知られている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００３－２５００６８号公報
【特許文献２】特開２００７－６０３２８号公報
【特許文献３】特開２００９－２３１９１８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、従来のピーキング表示は、実際に撮影される画像とは異なる、焦点調節
をし易いようにデフォルメされた表示なので、撮影構図や色の確認などには適していない
。そのため、使用者がモニターを見て被写体画像を観察しているときにピーキング表示が
されると、撮影構図や色の確認を好適に行うことができない。
【０００５】
　本発明は以上の問題意識に基づいてなされたものであり、自動焦点調節処理において焦
点状態の確認や微調整に適したタイミングでピーキング表示を可能にするデジタルカメラ
を得ることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明は、オートフォーカスモード（ＡＦモード）において、自動焦点調節処理により
フォーカスロック状態となった時点でモニター上におけるピーキング表示を開始すれば、
焦点状態の確認や微調整に適したタイミングでピーキング表示が可能になる、との着眼に
基づいて完成されたものである。
【０００７】
　すなわち、本発明のデジタルカメラは、撮影レンズを介して被写体を撮像する撮像部；
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前記撮像部が撮像した被写体の画像をスルー表示する表示部；前記撮像部が撮像した被写
体の画像に基づいて焦点状態を検出し、検出した焦点状態に基づいて焦点調節レンズ群を
移動させて特定被写体に合焦させる自動焦点調節部；前記自動焦点調節部が前記特定被写
体に合焦させたときに、該自動焦点調節部による焦点調節レンズ群の移動を禁止してフォ
ーカスロックするフォーカスロック部；前記フォーカスロック部がフォーカスロックして
いるか否かを検出するフォーカスロック検出部；前記撮影レンズが、前記焦点調節レンズ
群を前記自動焦点調節部とは独立した手動操作により移動させる手動操作部を備えた特定
撮影レンズであるか否かを検出するレンズ検出部；及び前記フォーカスロック検出部が前
記フォーカスロック部のフォーカスロックを検出し、かつ前記レンズ検出部が撮影レンズ
が前記特定撮影レンズであることを検出したときに、前記表示部において、前記特定被写
体の画像を部分的にまたは全体的に画像処理してその他の被写体の画像と識別して表示さ
せる識別表示制御部；を備えることを特徴としている。
【０００９】
　本発明のデジタルカメラは、前記表示部において、前記撮像部が撮像した被写体の画像
のうち、少なくとも前記特定被写体の画像を含む領域を拡大して表示する拡大表示制御部
をさらに備えており、前記識別表示制御部は、前記拡大表示制御部による拡大表示が実行
されたときに、前記表示部において、前記特定被写体の画像を部分的にまたは全体的に画
像処理してその他の被写体の画像と識別して表示させることが好ましい。
【００１０】
　例えば、前記識別表示制御部は、前記表示部において、前記特定被写体の輪郭の画像を
その他の被写体の輪郭の画像とは異なる太さ、色または輝度で表示することでピーキング
表示を実行することができる。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明のデジタルカメラによれば、自動焦点調節部により焦点調節レンズ群を移動する
可能性がある間は表示部において特定被写体の画像をその他の被写体の画像と識別するピ
ーキング表示がされないので、撮影構図や色の確認が容易であり、自動焦点調節部により
特定被写体に合焦し、自動焦点調節部による焦点調節レンズ群の移動が禁止されてフォー
カスロックされたときに、表示部において特定被写体の画像を部分的にまたは全体的に画
像処理してその他の被写体の画像と識別するピーキング表示がされるので、焦点状態の確
認や微調整に適したタイミングでピーキング表示を開始することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本発明を適用したミラーレスのレンズ交換式デジタルカメラの実施形態の主要部
を示すブロック図である。
【図２】同レンズ交換式デジタルカメラのモニターにおけるピーキング表示の実施例を示
す図であって、（Ａ）はピーキング表示無しの状態を、（Ｂ）はピーキング表示有りの状
態を示した図である。
【図３】同レンズ交換式デジタルカメラの撮影モードにおける動作に関するフローチャー
トである。
【図４】図３のスルー表示処理（１）の実施形態に関するフローチャートである。
【図５】図３のスルー表示処理（２）の実施形態に関するフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　図１は、本発明をミラーレスのレンズ交換式デジタルカメラに適用した実施形態であっ
て、その主要構成をブロックで示した図である。このレンズ交換式デジタルカメラは、カ
メラボディ１１と、このカメラボディ１１に着脱可能な撮影レンズ５１とを備えている。
【００１４】
　カメラボディ１１は、カメラボディ１１及び撮影レンズ５１の機能を総括的に制御する
制御手段としてボディＣＰＵ３１（フォーカスロック部、自動焦点調節部、フォーカスロ
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ック検出部、識別表示制御部、拡大表示制御部）を備えている。
【００１５】
　一方、撮影レンズ５１は、レンズ機能を制御するレンズＣＰＵ５７と、焦点調節レンズ
群５２を光軸方向（光軸Ｏと平行な方向）に駆動するギヤブロック５３と、撮影レンズ５
１のマウント部に設けられた、カメラボディ１１のジョイント３５と着脱自在に連結する
ジョイント５５を備えている。ギヤブロック５３は、光軸Ｏ回りに回転して焦点調節レン
ズ群５２を光軸方向に移動させる距離調節環を含み、ギヤブロック５３とジョイント５５
とは、一方向入出力回転伝達機構５４を介して連結されている。さらに撮影レンズ５１は
、手動操作される手動操作環（手動操作部）５９を備えている。手動操作環５９とギヤブ
ロック５３は、一方向入出力回転伝達機構（手動操作部）５８を介してギヤブロック５３
に連結されている。
【００１６】
　この撮影レンズ５１において、一方の一方向入出力回転伝達機構５４は、ジョイント５
５の回転はギヤブロック５３に伝達するが、ギヤブロック５３の回転はジョイント５５に
伝達しない公知の機構であり、他方の一方向入出力回転伝達機構５８は、手動操作環５９
の回転はギヤブロック５３に伝達するが、ギヤブロック５３の回転は手動操作環５９に伝
達しない公知の機構である。このような機構はシームレスレンズ駆動切換機構として周知
である（例えば、特開２００４－６９０５４号公報、特開２００４－１４５０３７号公報
、特開２００４－１４５０３８号公報、特開２００５－１８８７４２号公報、特開２００
５－２０８６３３号公報、特開２００５－１２７４５７号公報、特開２００５－１１４８
７７号公報、特開２００５－１２８３２５号公報、特開２００６－１４５７８３号公報、
特開２０１１－１７５３０２号公報）。本実施形態では、シームレスレンズ駆動切換機構
を備えた撮影レンズを「特定撮影レンズ（クイックシフトレンズ）」と呼ぶ。
【００１７】
　特定撮影レンズ（クイックシフトレンズ）は、カメラボディ内の自動焦点調節用の電動
手段によってレンズ駆動環を回転させて焦点調節レンズ群を移動させる一方、撮影レンズ
の手動操作環の回転によってレンズ駆動環を回動させて焦点調節レンズ群を移動させる機
構を備え、従来のデジタルカメラにも着脱可能な撮影レンズである。すなわち、特定撮影
レンズ（クイックシフトレンズ）は、装着されたデジタルカメラの自動焦点調節部とは独
立して、単独で、焦点調節レンズ群を手動で移動させることが可能である。例えば、デジ
タルカメラの自動焦点調節部によって焦点調節レンズ群が特定被写体に対して合焦する位
置に移動させられた後に、その(状態の)まま手動により焦点調節（焦点調節レンズ群の移
動）を行うことが可能である。
【００１８】
　ボディＣＰＵ３１は、ＡＦモータドライバ３２を介してＡＦモータ３３を回転駆動する
。ＡＦモータ３３の回転は、ギヤブロック３４により減速され、カメラボディ１１のマウ
ント部に設けられたジョイント３５と撮影レンズ５１のマウント部に設けられたジョイン
ト５５との接続及び一方向入出力回転伝達機構５４を介してギヤブロック５３に伝達され
、ギヤブロック５３を介して焦点調節レンズ群５２を光軸方向に進退移動させる。ＡＦモ
ータ３３は、その回転に連動してＡＦパルスを出力するエンコーダ３７を備えている。ボ
ディＣＰＵ３１は、エンコーダ３７が出力するＡＦパルスをＡＦモータ３３の回転方向に
応じて内蔵のカウンタ３１ａによりカウントして、焦点調節レンズ群５２の光軸方向位置
を検出する公知の構成である。ボディＣＰＵ３１、ＡＦモータドライバ３２、ＡＦモータ
３３及びジョイント３５と、撮像素子４５、ＡＦＥ４６及びＤＳＰ４１がカメラボディ１
１の自動焦点調節部を構成している。
【００１９】
　レンズＣＰＵ５７は、電気接点群５６、３６の接続を介してカメラボディ１１の周辺制
御回路２１と接続されていて、この周辺制御回路２１を介してボディＣＰＵ３１との間で
、レンズの種別情報、開放（最小）Ｆ値／最大Ｆ値情報、焦点距離情報、撮影距離情報な
どを所定のデータ通信により通信する。このレンズの種別情報には、焦点調節レンズ群５
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２を、カメラボディ１１の自動焦点調節部とは独立した手動操作により移動させる手動操
作部を備えた特定撮影レンズ（クイックシフトレンズ）であることを識別するレンズ種別
情報が含まれる。すなわち、ボディＣＰＵ３１が周辺制御回路２１を介してレンズＣＰＵ
５７と通信することで、ボディＣＰＵ３１は、カメラボディ１１に装着されている撮影レ
ンズ５１が特定撮影レンズ（クイックシフトレンズ）であるか否かを検出することができ
る。
【００２０】
　カメラボディ１１内にはさらに、撮影レンズ５１内の絞り装置（図示せず）を開閉制御
する絞り機構２２を備えている。
【００２１】
　ボディＣＰＵ３１には、フォーカスモードをマニュアルフォーカス（ＭＦ）モード、オ
ートフォーカス（シングルＡＦ／コンティニュアスＡＦ）モードの間で切り換えるフォー
カスモードスイッチＳＷＦＭｏ、オートフォーカス動作（自動焦点調節動作）を開始させ
るＡＦ作動スイッチＳＷＡＦ、静止画撮像及び静止画記録処理を開始させるレリーズスイ
ッチＳＷＲ、周辺制御回路２１等への電源をオン／オフするメインスイッチＳＷＭ、撮影
モード／再生モード／設定モードなどのモード、ピーキング表示のＯＮ／ＯＦＦを切り換
えるモードスイッチＳＷＭｏ、及び合焦した被写体画像を含む一部領域を拡大表示する拡
大表示スイッチＳＷＭａｇが接続されている。シングルＡＦモードは、ＡＦ処理（自動焦
点調節処理）により合焦すると、焦点調節レンズ群５２の移動を禁止するＡＦロック処理
を行うＡＦモードである。
【００２２】
　カメラボディ１１には、撮像部として撮像素子４５が設けられている。撮影レンズ５１
からカメラボディ１１内に入射した被写体光束は、撮像素子４５の受光面に被写体像を形
成する。撮像素子４５は、受光した被写体像を電気的な画像信号に変換して出力する。撮
像素子４５が出力した画像（被写体画像）信号は、ＡＦＥ（アナログフロントエンド）４
６でデジタル化され、ＤＳＰ４１でホワイトバランス等の信号処理、モニター（表示部）
４２で表示可能な表示用画像信号への変換処理等がなされ、表示用画像信号によって被写
体画像がモニター４２に表示される。モニター４２は、カメラボディ１１の背面に装着さ
れている。モニター４２にはさらに、設定されたＡＦモード（シングルＡＦ／コンティニ
ュアスＡＦ）、撮影モード／再生モード／設定モード、シャッタ速度、絞り値などの各種
撮影情報が表示される。なお、図１には、二点鎖線で示した被写体光束が入射する撮像素
子４５と、実線で示したＡＦＥ４６と接続された撮像素子４５を示しているが、これらは
同一の撮像素子である。
【００２３】
　ＤＳＰ４１は、ボディＣＰＵ３１との間で画像信号、撮影に関する情報を通信し、ボデ
ィＣＰＵ３１の動作状態に応じて動作する。例えばＤＳＰ４１とモニター４２は、ボディ
ＣＰＵ３１が撮影モードで動作している場合は、撮像素子４５が出力した画像信号をモニ
ター４２にスルー表示（ライブビュー表示）するスルー表示部（ライブビュー表示部）と
して動作する。ＤＳＰ４１は、ボディＣＰＵ３１が自動焦点調節動作（ＡＦ処理）してい
る場合は、撮像素子４５が出力した画像信号をボディＣＰＵ３１が処理可能な画像信号に
変換してボディＣＰＵ３１に出力する。ＤＳＰ４１は、ボディＣＰＵ３１が静止画撮影動
作している場合は、ボディＣＰＵ３１が設定した条件で撮像素子４５に撮像動作させて撮
像素子４５が撮像した被写体画像信号に所定の処理を施してフラッシュメモリ３８に書き
込む。ＤＳＰ４１は、モードなどに応じて識別表示制御部や拡大表示制御部の一部として
機能する。フラッシュメモリ３８は、カメラボディ１１に着脱自在な公知のメモリーカー
ドである。
【００２４】
　ボディＣＰＵ３１は、メインスイッチＳＷＭが電源ＯＮ操作されると、周辺制御回路２
１、ＤＳＰ４１などカメラボディ１１内の他の部材への電源をＯＮし、モニター４２に初
期情報を表示させる。周辺制御回路２１は、レンズＣＰＵ５７と通信して、レンズ種別情
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報などの情報を通信する。ボディＣＰＵ３１は、撮影モードが選択されている場合に、Ｄ
ＳＰ４１を介してスルー表示用の撮像処理を撮像素子４５に開始させて、撮像素子４５が
撮像した被写体画像をＤＳＰ４１を介してモニター４２にスルー表示させる。ここで撮像
素子４５のスルー表示用の撮像処理は、例えば、所定時間間隔で撮像処理を繰り返す、動
画撮像処理と同様の撮像処理である。
　ボディＣＰＵ３１は、ＤＳＰ４１から出力された被写体画像信号により被写体の明るさ
を検出して、ＤＳＰ４１を介して、撮像素子４５の露光時間（電子シャッタ速度）、ある
いは撮像素子４５が出力した画像信号のゲインを調整する。
【００２５】
　カメラボディ１１（ボディＣＰＵ３１）は、公知の自動焦点調節機能を有する。ボディ
ＣＰＵ３１は、この実施形態では公知のいわゆる画像コントラスト方式を実行するものと
する。ボディＣＰＵ３１は、ＡＦ作動スイッチＳＷＡＦがＯＮされたときに自動焦点調節
処理を開始する。ボディＣＰＵ３１は、ＡＦモータ３３を介して焦点調節レンズ群５２を
最短合焦位置と無限遠合焦位置の間を移動させながら、撮像素子４５が撮像した被写体画
像信号に基づいてコントラストを算出し、コントラストがピークとなる焦点調節レンズ群
５２の位置（合焦位置）を検出するコントラストサーチ処理を実行して、コントラストが
ピークとなる位置を検出したら、その位置を合焦位置として、焦点調節レンズ群５２を移
動させる。ボディＣＰＵ３１は、焦点調節レンズ群５２を合焦位置に移動した場合、シン
グルＡＦモードを選択している場合はＡＦモータ３３の駆動を禁止し、焦点調節レンズ群
５２をその合焦位置に保持（ＡＦロック）する。
【００２６】
　ボディＣＰＵ３１は、マニュアルフォーカスモードが設定されている場合においては、
ＡＦモータ３３を駆動せずに、撮像素子４５が撮像した被写体画像信号に基づいてコント
ラストのピークを検出する。
【００２７】
　さらにこのカメラボディ１１は、自動焦点調節処理において、焦点調節レンズ群５２を
合焦位置に移動させ、ＡＦロックしたときに、モニター４２の画面１０１において、合焦
した特定被写体の画像を画像処理して他の被写体の画像と識別して表示（以下「ピーキン
グ表示」という）させる。図２（Ａ）、（Ｂ）には、近景（人物）と遠景（背景の樹木な
ど）が含まれる被写体を撮影し、人物の顔に合焦しているときのモニター４２の画面１０
１を示した。図２（Ａ）は通常表示（非ピーキング表示）の画面１０１である。通常表示
の画面１０１は、人物画像１０３と背景の樹木画像１０５が通常表示（非ピーキング表示
）されているので、人物画像１０３と背景の樹木画像１０５のいずれに合焦しているのか
、特に人物のいずれの部分に合焦しているのか視認（識別）するのが困難である。図２（
Ｂ）は、合焦した被写体画像をピーキング表示するピーキング有り表示の画面１０１であ
る。ピーキング有り表示では、合焦している人物画像１０３（顔画像）の輪郭がピーキン
グ表示されている。この実施形態のピーキング表示は、合焦している人物画像１０３の顔
画像（コントラストのピークまたは所定範囲と検出している領域）の輪郭を太く、暗く（
黒く）した表示であり、他の画像である人物の顔以外の例えば身体と明確に識別されてい
る。したがって使用者は、人物画像１０３の顔に合焦していることが容易に視認（識別）
できる。ピーキング表示は、図２（Ｂ）に示したように検出されたコントラストのピーク
と判断される画像領域内で部分的に輪郭強調などの処理を行うようにしているが、眼など
顔の一部分、または肩、腕、手などまたはそれらの一部においてピークが検出された画像
領域（部分的）でもよく、ピーク幅や一連する輪郭を判断して合焦している被写体画像全
体に対して（全体的に）実施してもよい。さらに本発明のピーキング表示は、複数の被写
体に合焦しているときは合焦している各被写体画像について上記のように実行してもよい
。
【００２８】
　なお、ボディＣＰＵ３１は、この実施形態では、ある特定被写体、例えば、顔と認識し
た被写体が複数存在した場合はその中で最近距離の被写体を特定被写体として合焦処理し
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ている。
【００２９】
　ピーキング表示自体は公知であり、モニター４２の表示（画面１０１）において、図２
（Ｂ）では合焦した被写体画像の輪郭を太く、輝度を低く（黒く）示したが、例えば、合
焦した被写体画像、または被写体画像を含む領域の色彩を変更する、などがある。
【００３０】
　またボディＣＰＵ３１は、モニター４２に表示した、合焦被写体画像またはその周辺ま
で含む画像を、好ましくは合焦被写体画像の中央を中心として、拡大表示する拡大表示機
能を有している。例えば、拡大表示スイッチＳＷＭａｇがＯＮされると、ボディＣＰＵ３
１は、ＤＳＰ４１を介して、モニター４２において、合焦被写体画像を含む領域を拡大表
示する。その際、拡大表示した合焦被写体画像について、ピーキング表示することも可能
である。
【００３１】
　本発明のデジタルカメラは、ボディＣＰＵ３１が、オートフォーカスモード（ＡＦモー
ド）における自動焦点調節処理が完了したフォーカスロック状態となった時点でモニター
４２上におけるピーキング表示を開始する点を特徴としている。以下、図３ないし図５の
フローチャートを参照してこの特徴部分について詳細に説明する。
【００３２】
　図３の撮影モード処理は、メインスイッチＳＷＭにより電源ＯＮ操作され、モードスイ
ッチＳＷＭｏにより撮影モードが選択されているときに、ボディＣＰＵ３１によって制御
される処理である。
【００３３】
　ボディＣＰＵ３１は、撮影モード処理に入ると、先ず、撮像素子４５によりスルー表示
用撮像処理を開始する（ステップＳ１１）。続いてボディＣＰＵ３１は、ＡＦ作動スイッ
チＳＷＡＦがＯＮしているかどうかチェックし（ステップＳ１３）、ＡＦ作動スイッチＳ
ＷＡＦがＯＮしていなければ（ステップＳ１３：ＮＯ）、スルー表示処理（１）（ステッ
プＳ１５）を実行してステップＳ１１に戻る。なお、スルー表示用撮像処理に入るとＤＳ
Ｐ４１は、撮像素子４５にスルー表示用の撮像動作をさせて、撮像した画像をモニター４
２にスルー表示する処理を継続する。
【００３４】
　スルー表示処理（１）について、図４に示したフローチャートを参照して説明する。ボ
ディＣＰＵ３１は、スルー表示処理（１）に入ると、先ずピーキング設定がＯＮかＯＦＦ
か（ピーキング表示有りか無しか）をチェックする（ステップＳ５１）。ボディＣＰＵ３
１は、ピーキング設定がＯＦＦの場合（ステップＳ５１：ＯＦＦ）は、ピーキング無し表
示を設定してリターンする（ステップＳ５３、ＲＥＴＵＲＮ）。ピーキング無し表示は、
特定被写体に合焦する合焦位置まで焦点調節レンズ群５２を移動させて合焦しても、モニ
ター４２に表示した合焦被写体の画像をピーキング表示しない表示態様（図２（Ａ））で
ある。ピーキング設定のＯＮ／ＯＦＦ（ピーキング表示の有り無し）は、モードスイッチ
ＳＷＭｏ操作による切り換えに限らず、カメラ機能に関するメニュー内設定操作により設
定するようにしても良い。
【００３５】
　ボディＣＰＵ３１は、ピーキング設定がＯＮの場合（ステップＳ５１：ＯＮ）は、フォ
ーカスモードスイッチＳＷＦＭｏによるフォーカスモードがＡＦ（オートフォーカス、自
動焦点調節）モードかＭＦ（マニュアルフォーカス、手動焦点調節）モードかをチェック
する（ステップＳ５５）。フォーカスモードがＡＦモードの場合（ステップＳ５５：ＡＦ
）は、ピーキング無し表示を設定してリターンし（ステップＳ５３、ＲＥＴＵＲＮ）、Ｍ
Ｆモードの場合は（ステップＳ５５：ＭＦ）、ピーキング有り表示を設定してリターンす
る（ステップＳ５７、ＲＥＴＵＲＮ）。ピーキング有り表示は、スルー表示（ライブビュ
ー表示）を実行しているモニター４２上において、撮影者のマニュアルフォーカス（ＭＦ
）操作によって焦点調節レンズ群５２が特定被写体に合焦する合焦位置まで移動したとき
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(合焦したとき）に、モニター４２に表示した合焦被写体の画像をピーキング表示する表
示態様（図２（Ｂ））である。
【００３６】
　ボディＣＰＵ３１は、ＡＦ作動スイッチＳＷＡＦがＯＮされるまでステップＳ１１乃至
Ｓ１５の処理を繰り返す。以上のステップＳ１１乃至Ｓ１５の処理により、ＡＦ作動スイ
ッチＳＷＡＦがＯＦＦしている間は、ピーキング設定がＯＮであっても、モニター４２の
スルー表示において、ＡＦモードの場合はピーキング表示がされず、ＭＦモードの場合は
ピーキング表示がされる。
【００３７】
　ボディＣＰＵ３１は、ＡＦ作動スイッチＳＷＡＦがＯＮされると（ステップＳ１３：Ｙ
ＥＳ）、ＡＦ（自動焦点調節）処理を開始する（ステップＳ１７）。このＡＦ処理におい
てボディＣＰＵ３１は、ＡＦモータ３３を介して、例えば焦点調節レンズ群５２を最短合
焦位置から無限遠合焦位置まで（無限遠合焦位置から最短撮影位置まで、現在位置からい
ずれかの可動端まで、または現在位置の前後所定範囲内において）ステップ駆動しながら
、撮像素子４５がスルー表示用に撮像した被写体画像に基づいてコントラストを検出し、
コントラストのピークを検出したときに、そのピークが得られたレンズ位置（合焦位置）
に焦点調節レンズ群５２を移動する。ここでボディＣＰＵ３１は、ステップＳ１７のＡＦ
処理により、焦点調節レンズ群５２を１ステップ駆動して被写体画像のコントラストを検
出し、ピークが得られたレンズ位置へ移動させ、ステップＳ１９に進んでスルー表示処理
（２）を実行する。
【００３８】
　ステップＳ１９のスルー表示処理（２）について、図５のフローチャートを参照して説
明する。ボディＣＰＵ３１は、スルー表示処理（２）に入ると先ず、ＡＦロック（フォー
カスロック）状態であるか否かをチェックする（ステップＳ６１）。ＡＦロックとは、ス
テップＳ１７のＡＦ処理において、特定被写体画像についてコントラストのピークが検出
され、そのピークが得られた合焦位置に焦点調節レンズ群５２を移動したときに、ＡＦモ
ータ３３の駆動を禁止した状態を意味する。ＡＦロック状態では、ＡＦモータ３３の駆動
は禁止するが、撮影モードが設定されている間、撮像素子４５がスルー表示用の撮像処理
によって撮像した被写体画像に基づいてコントラスト及びコントラストのピークを検出す
るコントラスト及びピーク検出処理は継続する。
【００３９】
　ボディＣＰＵ３１は、ＡＦロック状態であるときは（ステップＳ６１：ＹＥＳ）、装着
されている撮影レンズ５１が特定撮影レンズ（クイックシフトレンズ）であるか否かを判
定する（ステップＳ６３）。
【００４０】
　そしてボディＣＰＵ３１は、ＡＦロック状態であり（ステップＳ６１：ＹＥＳ）、かつ
装着されている撮影レンズ５１が特定撮影レンズ（クイックシフトレンズ）であると判定
したときに（ステップＳ６３：ＹＥＳ）、ピーキング有り表示を設定してリターンする（
ステップＳ６５、ＲＥＴＵＲＮ）。ボディＣＰＵ３１は、ピーキング有り表示を設定する
と、ステップＳ１７のＡＦ処理により、特定被写体画像についてコントラストのピークを
検出し、ピークが得られた位置に焦点調節レンズ群５２を移動して特定被写体に合焦した
ときに、モニター４２において表示した合焦特定被写体の画像について、ピーキング表示
をする（図２（Ｂ）参照）。したがって使用者は、その後、ＡＦモードをＭＦモードに切
り換えることなく、モニター４２のピーキング表示を見ながら、手動操作環５９を回動操
作して、焦点微調整を行うことができる。
【００４１】
　ボディＣＰＵ３１は、ＡＦロック状態ではないとき（ステップＳ６１：ＮＯ）、及び／
又は装着されている撮影レンズ５１が特定撮影レンズ（クイックシフトレンズ）ではない
と判定したときは（ステップＳ６３：ＮＯ）、ピーキング無し表示を設定してリターンす
る（ステップＳ６７：ＲＥＴＵＲＮ）。ボディＣＰＵ３１は、ピーキング無し表示を設定
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すると、ステップＳ１７のＡＦ処理により、特定被写体画像についてコントラストのピー
クを検出し、そのピークが得られた合焦位置に焦点調節レンズ群５２を移動したときに、
モニター４２に表示している合焦した特定被写体の画像についてピーキング無しによる表
示、つまり特別な加工（画像処理）をしない通常表示をする（図２（Ａ）参照）。
【００４２】
　なお、ボディＣＰＵ３１は、スルー表示処理（２）からリターンすると、レリーズスイ
ッチＳＷＲがＯＮしているかどうかチェックし（ステップＳ２１）、レリーズスイッチＳ
ＷＲがＯＮしていなければ（ステップＳ２１：ＮＯ）、ＡＦ作動スイッチＳＷＡＦがＯＮ
しているかどうかチェックし（ステップＳ２７）、ＡＦ作動スイッチＳＷＡＦがＯＮして
いれば（ステップＳ２７：ＹＥＳ）、ステップＳ１９に戻ってスルー表示処理（２）を繰
り返す。ＡＦ作動スイッチＳＷＡＦがＯＦＦされると（ステップＳ２７：ＮＯ）、ステッ
プＳ１１に戻る。ボディＣＰＵ３１は、スルー表示処理（２）を繰り返している間（ステ
ップＳ１９、ステップＳ２１：ＮＯ、ステップＳ２７：ＹＥＳ、ステップＳ１９）に、Ｍ
Ｆ操作により、構図の変化により、または被写体の移動などにより合焦被写体が変動した
ときは、新たに合焦したと判定した被写体画像に対してピーキング表示を行う。
【００４３】
　レリーズスイッチＳＷＲがＯＮしていれば（ステップＳ２１：ＹＥＳ）、公知の、静止
画撮像処理（ステップＳ２３）、及び撮像した静止画像データをフラッシュメモリ３８に
書き込む静止画像記録処理（ステップＳ２５）を実行してステップＳ１１に戻る。
【００４４】
　以上のように、本実施形態のデジタルカメラによれば、ボディＣＰＵ３１（フォーカス
ロック部、フォーカスロック検出部、識別表示制御部）が、ＡＦロック状態であるか否か
を検出し、ＡＦロック状態であると検出したときに、モニター４２において、特定被写体
の画像を部分的にまたは全体的に画像処理してその他の被写体の画像と識別して表示させ
ている。これにより、焦点調節レンズ群５２を移動する可能性がある間はモニター４２に
おいて特定被写体の画像を部分的にまたは全体的に画像処理してその他の被写体の画像と
識別するピーキング表示がされないので、撮影構図や色の確認が容易であり、自動焦点調
節処理によって特定被写体に合焦し、焦点調節レンズ群５２の移動が禁止されてフォーカ
スロックされたときに、モニター４２において特定被写体の画像を部分的にまたは全体的
に画像処理してその他の被写体の画像と識別するピーキング表示がされるので、焦点状態
の確認や微調整に適したタイミングでピーキング表示を開始することができる。
【００４５】
　とりわけ本実施形態のデジタルカメラは、装着されている撮影レンズ５１が特定撮影レ
ンズ（クイックシフトレンズ）である場合に有用である。使用者は、ＡＦ処理によって自
動合焦してフォーカスロックした後に、ＡＦモードをＭＦモードに切り換えることなく、
モニター４２の画面１０１上のピーキング表示された特定被写体の画像を見ながら、さら
に手動操作環５９を回動操作して焦点状態を微調整することができるからである。
　これに対し従来品では、自動焦点調節処理中にピーキング表示をすると表示が煩わしく
、構図、色の確認等が困難になり、ピーキング表示をしないと、自動合焦してもモニター
画面ではどの被写体（被写体画像）に合焦しているのか識別し難く、その後の手動焦点調
節が困難であった。また手動により焦点調節操作されたことをカメラボディに何ら通知し
ないので、手動による焦点調節操作に切り換わったことをカメラボディが検知してピーキ
ング表示を開始することができなかった。
【００４６】
　以上の実施形態は、カメラボディ１１に特定撮影レンズ（クイックシフトレンズ）が装
着され、ＡＦ処理においてＡＦロックされたときにピーキング表示する構成であったが、
本発明はこれに限定されず、特定撮影レンズ（クイックシフトレンズ）以外の撮影レンズ
が装着されていても、ＡＦロックされたときにピーキング表示する態様も可能である。
【００４７】
　以上の実施形態は、ＡＦロックしたときにピーキング表示する構成であったが、本発明
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は、ＡＦロック後、合焦した被写体画像領域を含む画像領域を拡大表示する拡大表示操作
がされたときに、拡大表示した画像中の合焦画像についてピーキング表示する構成でもよ
い。
【００４８】
　以上の実施形態は、本発明をミラー、シャッタを有しないカメラボディ１１に適用した
が、本発明はこの実施形態に限定されない。例えば、ミラー、シャッタを有するデジタル
一眼レフカメラであっても、ミラーアップ、シャッタ開放してライブビュー撮影が可能な
デジタルカメラに適用できる。さらに本発明は、表示部として撮像部が撮像した被写体画
像を表示するＥＶＦ（電子ビューファインダー）を備えたデジタルカメラに適用すること
もできる。
【符号の説明】
【００４９】
１１　カメラボディ
２１　周辺制御回路
３１　ボディＣＰＵ（フォーカスロック部、自動焦点調節部、フォーカスロック検出部、
識別表示制御部、拡大表示制御部）
３２　ＡＦモータドライバ（自動焦点調節部）
３３　ＡＦモータ（自動焦点調節部）
３４　ギヤブロック（自動焦点調節部）
３５　ジョイント（自動焦点調節部）
３８　フラッシュメモリ
４１　ＤＳＰ（自動焦点調節部、識別表示制御部、拡大表示制御部）
４２　モニター（表示部）
４５　撮像素子（撮像部、自動焦点調節部）
４６　ＡＦＥ（自動焦点調節部）
５１　撮影レンズ
５２　焦点調節レンズ群
５３　ギヤブロック（手動操作部）
５４　一方向入出力回転伝達機構
５５　ジョイント
５７　レンズＣＰＵ
５８　一方向入出力回転伝達機構（手動操作部）
５９　手動操作環（手動操作部）
１０１　画面
１０３　人物画像
１０５　背景の樹木画像
ＳＷＡＦ　ＡＦ作動スイッチ
ＳＷＦＭｏ　フォーカスモードスイッチ
ＳＷＭо　モードスイッチ
ＳＷＭａｇ　拡大表示スイッチ
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