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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１測光エリアに対応する領域に備えられた複数の第１電荷蓄積型センサと、前記第１
測光エリアとは異なる第２測光エリアに対応する領域に備えられた複数の第２電荷蓄積型
センサとを有する測光センサと、
　前記第１測光エリアに近接し前記第２測光エリアに含まれる所定エリアに高輝度被写体
が含まれるとき、前記所定エリアに対応する領域に備えられた前記第２電荷蓄積型センサ
の出力、及び、前記第１電荷蓄積型センサの出力を用いて、前記第１測光エリアに対応す
る領域に備えられた前記第１電荷蓄積型センサの電荷蓄積時間を演算する演算部と、
　前記測光センサの出力を用いて測光値を演算する測光演算部と、
　を含むことを特徴とする測光装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の測光装置において、
　前記演算部は、前記所定エリアに対応する領域に備えられた前記第２電荷蓄積型センサ
の出力、及び、前記第１電荷蓄積型センサの出力が飽和しないように前記第１電荷蓄積型
センサの電荷蓄積時間を演算することを特徴とする測光装置。
【請求項３】
　請求項１または請求項２に記載の測光装置において、
　前記演算部は、前記所定エリア外に対応する領域に備えられた前記第２電荷蓄積型セン
サの出力を用いないで、前記第１測光エリアに対応する領域に備えられた前記第１電荷蓄
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積型センサの電荷蓄積時間を演算することを特徴とする測光装置。
【請求項４】
　請求項１～請求項３のいずれか一項に記載の測光装置において、
　装置の振れを検出する振れ検出部と、
　前記振れ検出部により検出された振れが大きいほど、前記所定エリアが広くなるように
前記所定エリアを設定する設定部と、を有することを特徴とする測光装置。
【請求項５】
　請求項１～請求項３のいずれか一項に記載の測光装置において、
　焦点距離を検出する焦点距離検出部と、
　前記焦点距離検出部により検出された焦点距離が長いほど、前記所定エリアが広くなる
ように前記所定エリアを設定する設定部と、を有することを特徴とする測光装置。
【請求項６】
　請求項４に記載の測光装置において、
　焦点距離を検出する焦点距離検出部を有し、
　前記設定部は、前記焦点距離検出部により検出された焦点距離が長いほど、前記所定エ
リアが広くなるように前記所定エリアを設定することを特徴とする測光装置。
【請求項７】
　請求項１～請求項６のいずれか一項に記載の測光装置において、
　前記高輝度被写体は、前記第１測光エリアに含まれる被写体よりも高輝度であることを
特徴とする測光装置。
 

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、測光装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、カメラの測光装置として、測光センサが有する複数の光電変換素子を複数のグル
ープに区分し、そのグループ毎に光電変換素子の電荷蓄積制御を行う技術が知られている
（例えば、特許文献１）。
【特許文献１】特開平６－２８８８２０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、光源などの高輝度な被写体を撮影する際に手振れが起こると、光源の像が、
像面内を移動することになり、光電変換素子のグループ内に入ったり、入らなかったりす
る状態が生じる場合がある。
【０００４】
　従来技術では、手振れによりこのような状態が生じると、測光センサの蓄積制御を適切
に行うことができず、正確な測光が行なえない問題があった。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の一例としての測光装置は、第１測光エリアに対応する領域に備えられた複数の
第１電荷蓄積型センサと、前記第１測光エリアとは異なる第２測光エリアに対応する領域
に備えられた複数の第２電荷蓄積型センサとを有する測光センサと、前記第１測光エリア
に近接し前記第２測光エリアに含まれる所定エリアに高輝度被写体が含まれるとき、前記
所定エリアに対応する領域に備えられた前記第２電荷蓄積型センサの出力、及び、前記第
１電荷蓄積型センサの出力を用いて、前記第１測光エリアに対応する領域に備えられた前
記第１電荷蓄積型センサの電荷蓄積時間を演算する演算部と、前記測光センサの出力を用
いて測光値を演算する測光演算部と、を含む。
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【発明の効果】
【００１６】
　本発明の一例としての測光装置は、正確な測光を行なうことができる。
 
【発明を実施するための最良の形態】
【００１８】
　以下、本発明の実施形態を説明する。本実施形態は、一眼レフレックス型電子カメラの
実施形態である。
【００１９】
　図１は、本実施形態の電子カメラの構成図である。電子カメラは、カメラ本体１と、撮
影光学系を収容したレンズユニット２とを有している。
【００２０】
　カメラ本体１およびレンズユニット２には、雄雌の関係をなす一対のマウント９，１０
がそれぞれ設けられている。レンズユニット２側のマウント９をバヨネット機構等でカメ
ラ本体１側のマウント１０に結合することで、レンズユニット２はカメラ本体１に対して
交換可能に装着される。また、上記のマウント９，１０にはそれぞれ電気接点１１が設け
られている。カメラ本体１とレンズユニット２との結合時には、電気接点１１間の接触で
両者の電気的な接続が確立するようになっている。
【００２１】
　まず、レンズユニット２の構成を説明する。レンズユニット２は、撮影レンズ３と、レ
ンズ駆動部４と、距離検出部５と、絞り制御部６と、絞り７と、レンズ側マイコン８とを
有している。なお、レンズ駆動部４、距離検出部５、絞り制御部６は、それぞれレンズ側
マイコン８に接続されている。
【００２２】
　撮影レンズ３は、フォーカスレンズやズームレンズを含む複数のレンズ群で構成されて
いる。なお、簡単のため、図１では撮影レンズ３を１枚のレンズとして図示している。
【００２３】
　レンズ駆動部４は、レンズ側マイコン８の指示に応じてレンズ駆動信号を発生し、撮影
レンズ３を光軸方向に移動させてフォーカス調整やズーム調整を行うと共に、移動させた
撮影レンズ３の位置の情報をレンズ側マイコン８および距離検出部５に出力する。
【００２４】
　距離検出部５は、撮影レンズ３の光軸方向の位置の情報を基に被写体までの距離を検出
すると共に、その検出した情報をレンズ側マイコン８に出力する。
【００２５】
　絞り７は、カメラ本体１への入射光量を絞り羽根の開閉で調整する。絞り制御部６は、
絞り７の開口度をレンズ側マイコン８の指示に応じて制御する。
【００２６】
　レンズ側マイコン８は、マウント９の電気接点１１を介してカメラ本体１のカメラ側マ
イコン２１との通信を行うと共に、レンズユニット２での各種制御を実行する。また、レ
ンズ側マイコン８は、レンズユニット２のＲＯＭ（不図示）に記録されたレンズ情報（撮
影レンズ３の焦点距離や明るさ（開放Ｆ値）等の情報）などをカメラ本体１に送信する。
【００２７】
　次に、カメラ本体１の構成を説明する。カメラ本体１は、クイックリターンミラー１２
と、ファインダ光学系（１３～１５）と、測光用再結像レンズ１６と、測光用画像取得部
１７と、撮像部１８と、メカニカルシャッタ１９と、サブミラー２０と、カメラ回路（２
１～３２）とを有している。
【００２８】
　クイックリターンミラー１２、メカニカルシャッタ１９および撮像部１８は、撮影光学
系の光軸に沿って配置される。サブミラー２０は、クイックリターンミラー１２の後方に
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配置される。また、ファインダ光学系（１３～１５）、測光用再結像レンズ１６、測光用
画像取得部１７は、カメラ本体１の上部に配置されている。
【００２９】
　クイックリターンミラー１２は、不図示の回動軸によって回動可能に軸支されており、
観察状態と退避状態とを切り替え可能となっている。
【００３０】
　観察状態のクイックリターンミラー１２は、メカニカルシャッタ１９および撮像部１８
の前方で傾斜配置される。この観察状態のクイックリターンミラー１２は、撮影光学系を
通過した光束を上方へ反射してファインダ光学系（１３～１５）に導く。また、クイック
リターンミラー１２の中央部はハーフミラーとなっており、クイックリターンミラー１２
を透過した一部の光束は、焦点検出のため、サブミラー２０によって下方に屈折されてカ
メラ本体１の下部に導かれる。
【００３１】
　一方、退避状態のクイックリターンミラー１２は、サブミラー２０と共に上方に跳ね上
げられて撮影光路から外れた位置にある。クイックリターンミラー１２が退避状態にある
ときは、撮影光学系を通過した光束がメカニカルシャッタ１９および撮像部１８に導かれ
る。
【００３２】
　なお、クイックリターンミラー１４は、本撮影の開始時点においては観察状態にされて
いる。
【００３３】
　ファインダ光学系（１３～１５）は、拡散スクリーン（焦点板）１３と、コンデンサレ
ンズ（不図示）と、ペンタプリズム１４と、接眼レンズ１５とを有している。このうち、
ペンタプリズム１４はカメラ本体１上部の突状部位置に収納されている。
【００３４】
　拡散スクリーン１３は、クイックリターンミラー１２の上方に位置し、観察状態のクイ
ックリターンミラー１２により反射された光束が一旦結像する。拡散スクリーン１３上で
結像した光束は、不図示のコンデンサレンズを通過し、ペンタプリズム１４の内部で反射
されて、ペンタプリズム１４の入射面に対して９０度の角度を有する射出面に導かれる。
そして、ペンタプリズム１４の射出面からの光束は、接眼レンズ１５を介して撮影者の目
に到達するようになっている。
【００３５】
　測光用再結像レンズ１６および測光用画像取得部１７は、ペンタプリズム１４の近傍に
配置されている。測光用再結像レンズ１６は、拡散スクリーン１３で結像した光束の一部
を再結像し、そして測光用画像取得部１７は、その再結像により受光面に形成されたファ
インダ像を光電変換して測光用画像のアナログ画像信号を生成する。なお、測光用画像取
得部１７は、ＣＣＤエリアセンサやＣＭＯＳエリアセンサから構成されるイメージセンサ
を有している。
【００３６】
　ここで、測光用画像取得部１７が有するセンサ（測光センサ）における光電変換素子の
配置イメージの例を図２に示す。測光センサ上には、図２において「ｅ」との符号で示し
た電荷蓄積型の光電変換素子が２次元状に配置される。測光用画像取得部１７では、セン
サ上に配置される光電変換素子毎に、その電荷の蓄積時間を制御することができる。
【００３７】
　なお、本実施形態の電子カメラの測光用画像取得部１７では、光電変換素子の電荷蓄積
時間を、図２において「Ａ」、「Ｂ」、「Ｃ」、「Ｄ」との符号で示した上下左右の光電
変換素子のグループ領域（エリア）毎に制御することができるものとする。
【００３８】
　撮像部１８は、ＣＣＤエリアセンサやＣＭＯＳエリアセンサなどの撮像素子であり、記
録用の画像である本撮影画像を生成する。この撮像部１８は、クイックリターンミラー１



(5) JP 5446219 B2 2014.3.19

10

20

30

40

50

２が退避状態であるときに受光面に形成される被写体像を光電変換して本撮影画像のアナ
ログ画像信号を生成する。
【００３９】
　メカニカルシャッタ１９は、その開閉を制御することにより、撮像部１８の露光時間を
調整する。
【００４０】
　カメラ回路（２１～３２）は、カメラ側マイコン２１と、焦点検出部２２と、シャッタ
制御部２３と、ＲＯＭ２４と、ＲＡＭ２５と、記録インターフェース（記録Ｉ／Ｆ）２６
と、Ａ／Ｄ変換部２７と、撮像素子駆動部２８と、画像処理部２９と、Ａ／Ｄ変換部３０
と、撮像素子駆動部３１と、手振れセンサ３２とから構成される。なお、これらの構成要
素は、システムバス３３を介して接続されている。また、Ａ／Ｄ変換部２７および撮像素
子駆動部２８は測光用画像取得部１７と、Ａ／Ｄ変換部３０および撮像素子駆動部３１は
撮像部１８とそれぞれ接続されている。
【００４１】
　焦点検出部２２は、カメラ本体１の下部に配置され、サブミラー２０によって導かれた
光束からセパレータレンズ（不図示）により２つの被写体像を生成し、その像間隔をライ
ンセンサ（不図示）で計測して、ピントのズレ量を各々のＡＦエリア毎に検出する（いわ
ゆる位相差検出方式）。そして、焦点検出部２２は検出したピントのズレ量（デフォーカ
ス量）の情報をカメラ側マイコン２１に出力する。
【００４２】
　シャッタ制御部２３は、カメラ側マイコン２１の指示に応じて、撮影時のメカニカルシ
ャッタ１９の開閉制御を行う。
【００４３】
　撮像素子駆動部２８は、カメラ側マイコン２１の指示に基づき、測光用画像取得部１７
を駆動させて測光用画像のアナログ画像信号を生成させる。
【００４４】
　具体的には、撮像素子駆動部２８は、カメラ側マイコン２１の指示（電荷蓄積時間の設
定指示）に基づき、先ず、測光用画像取得部１７の光電変換素子の電荷蓄積時間を設定す
る。なお、この設定は、測光用画像取得部１７の「Ａ」、「Ｂ」、「Ｃ」、「Ｄ」のエリ
ア毎に行なわれる。次に、撮像素子駆動部２８は、カメラ側マイコン２１の指示（測光用
画像の撮像指示）に基づき、測光用画像取得部１７を駆動させて測光用画像のアナログ画
像信号を生成させる。このとき、測光用画像取得部１７の光電変換素子は、設定された電
荷蓄積時間に基づき蓄積した光電変換の電荷を出力する。これにより測光用画像のアナロ
グ画像信号が生成される。
【００４５】
　Ａ／Ｄ変換部２７は、カメラ側マイコン２１の指示に基づき、測光用画像取得部１７が
生成した測光用画像のアナログ画像信号に対し、ＣＤＳ（相関二重サンプリング）、ゲイ
ン調整、Ａ／Ｄ変換などのアナログ信号処理を施すと共に、その処理後の測光用画像のデ
ータをＲＡＭ２５に出力する。
【００４６】
　撮像素子駆動部３１は、カメラ側マイコン２１の指示に基づき、撮像部１８を駆動させ
て本撮影画像のアナログ画像信号を生成させる。
【００４７】
　Ａ／Ｄ変換部３０は、カメラ側マイコン２１の指示に基づき、撮像部１８が生成した本
撮影画像のアナログ画像信号に対し、ＣＤＳ（相関二重サンプリング）、ゲイン調整、Ａ
／Ｄ変換などのアナログ信号処理を施すと共に、その処理後の本撮影画像のデータをＲＡ
Ｍ２５に出力する。また、Ａ／Ｄ変換部３０は、カメラ側マイコン２１の指示に基づいて
ゲイン調整の調整量を設定し、それによってＩＳＯ感度に相当する撮影感度の調整を行う
。
【００４８】
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　画像処理部２９は、カメラ側マイコン２１の指示に応じて、ＲＡＭ２５の本撮影画像に
対し、ホワイトバランス調整、補間、輪郭強調、ガンマ補正などの画像処理を施す。なお
、画像処理部２９は、ＡＳＩＣなどとして構成される。
【００４９】
　手振れセンサ３２は、手振れによって電子カメラに生じる揺れを検出して、その揺れの
大きさ（手振れ量）と方向（手振れ方向）との情報をカメラ側マイコン２１に出力する。
なお、手振れセンサ３２は、角速度センサなどで構成される。
【００５０】
　ＲＡＭ２５は、Ａ／Ｄ変換部２７から出力される測光用画像のデータやＡ／Ｄ変換部３
０から出力される本撮影画像のデータ、また、カメラ側マイコン２１が実行する各種の処
理によって使用および生成されるデータなどを一時的に記憶する。
【００５１】
　記録Ｉ／Ｆ２６には、記録媒体３４を接続するためのコネクタが形成されている。記録
Ｉ／Ｆ２６は、そのコネクタに接続された記録媒体３４にアクセスして、本撮影画像の画
像データの書き込みや読み出しを行う。カメラ側マイコン２１は、不図示の圧縮／復号部
またはカメラ側マイコン２１自身によって圧縮処理が施された本撮影画像のデータを、記
録Ｉ／Ｆ２６を介して記録媒体３４へ記録する。なお、記録媒体３４は、半導体メモリを
内蔵したメモリカードや、小型のハードディスクなどである。また、圧縮処理は、ＪＰＥ
Ｇ（Joint Photographic Experts Group）形式などによって行われる。
【００５２】
　ＲＯＭ２４は、カメラ側マイコン２１が実行する各種プログラム及びその実行に必要と
なる各種データ等を格納する。
【００５３】
　カメラ側マイコン２１は、撮影者が不図示の操作部材を操作した内容に応じて、電子カ
メラの各部を統括制御する。例えば、撮影者がレリーズ釦を半押しすると、カメラ側マイ
コン２１は、レンズユニット２のレンズ駆動部４、距離検出部５、絞り制御部６を駆動さ
せるようにレンズ側マイコン８との通信を行うと共に、システムバス３３を介して焦点検
出部２２、撮像素子駆動部２８、Ａ／Ｄ変換部２７を駆動させて焦点検出および測光を開
始する。
【００５４】
　このとき、レンズユニット２を通過した被写界からの光束は、クイックリターンミラー
１２で上方に反射し、拡散スクリーン１３、ペンタプリズム１４、測光用再結像レンズ１
６を介して測光用画像取得部１７に入射して、その受光面に被写界の像であるファインダ
像を形成する。また、レンズユニット２を通過した被写界からの光束の一部は、ハーフミ
ラーとなっているクイックリターンミラー１２の中央部を透過すると、サブミラー２０で
下方に屈折されてカメラ本体１下部の焦点検出部２２に導かれる。
【００５５】
　焦点検出部２２は、サブミラーにより導かれた被写界からの光束を基にデフォーカス量
を各々のＡＦエリア毎に検出し、その検出した情報をカメラ側マイコン２１にシステムバ
ス３３を介して出力する。カメラ側マイコン２１は、そのデフォーカス量の情報を基に、
撮影者によって選択されたＡＦエリア（選択ＡＦエリア）の合焦が判定されるまでレンズ
駆動部４と協働して撮影レンズ３の焦点調節制御（ＡＦ）を行う。
【００５６】
　また、撮像素子駆動部２８を介して駆動された測光用画像取得部１７は、その受光面に
形成されたファインダ像を光電変換して測光用画像のアナログ画像信号を生成する。そし
て、Ａ／Ｄ変換部２７は、生成された画像信号にアナログ信号処理を施して、その処理後
の測光用画像のデータをＲＡＭ２５に出力する。カメラ側マイコン２１は、そのＲＡＭ２
５の測光用画像のデータを基に算出した評価値に基づき、露出条件（シャッター速度、絞
り値、ＩＳＯ感度）を決定する。なお、評価値は、被写体や撮影シーン全体の明るさや撮
影シーンの明るさ分布を示す値である。
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【００５７】
　撮影者がレリーズ釦を全押しすると、カメラ側マイコン２１は、先に決定した露出条件
に基づき電子カメラの露出制御を行い本撮影を実施する。
【００５８】
　具体的には、カメラ側マイコン２１は、レンズ側マイコン８を通じて絞り制御部６を駆
動させ、また観察状態のクイックリターンミラー１２を跳ね上げて退避状態とし、そして
シャッタ制御部２３、撮像素子駆動部３１、Ａ／Ｄ変換部３０を駆動させて本撮影画像を
撮影する。このとき、撮像素子駆動部３１を介して駆動された撮像部１８が、その受光面
に形成された被写体像を光電変換して本撮影画像のアナログ画像信号を生成する。そして
、Ａ／Ｄ変換部３０が、生成された画像信号にアナログ信号処理を施して、その処理後の
本撮影画像のデータをＲＡＭ２５に出力する。このように、撮影された本撮影画像は、Ｒ
ＡＭ２５に記録される。
【００５９】
　本撮影が終了すると、カメラ側マイコン２１は、クイックリターンミラー１２を再び観
察状態に戻す。
【００６０】
　次に、カメラ側マイコン２１は、画像処理部２９を駆動させ、ＲＡＭ２５の本撮影画像
に対して画像処理を施す。そして、カメラ側マイコン２１は、その画像処理後の本撮影画
像に圧縮処理を施すと共に、その圧縮した画像を、記録Ｉ／Ｆ２６を介して記憶媒体３４
へ記録する。
【００６１】
　なお、レリーズ釦が一気に全押しされた場合には、カメラ側マイコン２１は、上述した
レリーズ釦が半押しされたときの動作と全押しされたときの動作を一度に続けて行う。
【００６２】
　以下、本実施形態の電子カメラの撮影の動作を、図３の流れ図を参照して詳しく説明す
る。なお、図３の処理は、撮影者によりレリーズ釦が半押しされた時に実行されるもので
ある。
【００６３】
　ステップ１０１：撮影者によりレリーズ釦が半押しされると、この操作を検出したカメ
ラ側マイコン２１は、上述した撮影レンズ３の焦点調節制御（ＡＦ）の動作を行う。
【００６４】
　また、カメラ側マイコン２１は、撮像素子駆動部２８に対して電荷蓄積時間の設定指示
を行い、測光用画像取得部１７の「Ａ」、「Ｂ」、「Ｃ」、「Ｄ」の各エリアの電荷蓄積
時間を初期値に設定する。
【００６５】
　ステップ１０２：カメラ側マイコン２１は、撮像素子駆動部２８に対して測光用画像の
撮像指示を行い、測光用画像を撮像する。なお、この撮像において測光用画像取得部１７
が生成した測光用画像は、ＲＡＭ２５へ格納される。
【００６６】
　ステップ１０３：カメラ側マイコン２１は、ＲＡＭ２５に格納された測光用画像のデー
タを基に評価値を算出する。そして、カメラ側マイコン２１は、算出した評価値に基づい
て露出条件（シャッター速度、絞り値、ＩＳＯ感度）を決定する。なお、評価値の算出は
、多分割測光（マルチパターン測光）、中央部重点測光、スポット測光などの公知の測光
方式によって行われる。
【００６７】
　ステップ１０４：カメラ側マイコン２１は、レリーズ釦が全押しされたか否かを判定す
る。カメラ側マイコン２１は、レリーズ釦が全押しされていない場合にはステップ１０５
へ移行し（Ｎｏ側）、一方、レリーズ釦が全押しされた場合にはステップ１０７へ移行す
る（Ｙｅｓ側）。
【００６８】
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　ステップ１０５：カメラ側マイコン２１は、手振れセンサ３２から出力される手振れ量
の情報を取得する。
【００６９】
　また、カメラ側マイコン２１は、レンズ側マイコン８と通信して、レンズユニット２の
ＲＯＭ（不図示）に記録された撮影レンズ３の焦点距離の情報を取得する。
【００７０】
　そして、カメラ側マイコン２１は、測光用画像取得部１７の「Ａ」、「Ｂ」、「Ｃ」、
「Ｄ」の各エリアの電荷蓄積時間を決定するため、取得した手振れ量の情報と焦点距離の
情報とに基づきエリア拡張幅を算出する。
【００７１】
　ここで、エリア拡張幅について説明する。
【００７２】
　高輝度点光源が被写界中のエリア境界近くに存在する場合に、手振れが起こると、既述
のとおり、測光用画像取得部１７の出力が不安定になってしまうことがある。
【００７３】
　例えば、図４に示すように、前回、測光用画像取得部１７の各エリアの電荷蓄積時間を
設定したときには、高輝度点光源がエリア「Ｂ」の「Ｌ１」位置に存在していたとする。
【００７４】
　そして、今回、各エリアの電荷蓄積時間を決定しようとするときに、手振れが起こって
、その高輝度点光源がエリア「Ａ」の「Ｌ２」位置へ突然移動したとする。
【００７５】
　ここで、エリア「Ａ」の電荷蓄積時間は、高輝度点光源がエリア「Ｂ」の「Ｌ１」位置
に存在していたときに設定されたものである。つまり、エリア「Ａ」の電荷蓄積時間は、
高輝度点光源がエリア内に存在しないことを前提にして最適な画像信号が出力されるよう
に設定されている。なお、エリア「Ｂ」の電荷蓄積時間については、その「Ｌ１」位置に
存在していた高輝度点光源を考慮して、最適な画像信号が出力されるように、適切な値に
設定されている。
【００７６】
　このように、今回設定しようとする各エリアの電荷蓄積時間は、前回設定された電荷蓄
積時間による当該エリアの光電変換素子の出力に基づき決定される。このため、エリア「
Ａ」では、高輝度点光源が手振れにより「Ｌ２」位置に移動してくると、その位置に対応
する光電変換素子の出力が飽和してしまう。この飽和により、今回、エリア「Ａ」の電荷
蓄積時間を決定しようとするにも、その適切な値を決定することができなくなってしまう
。
【００７７】
　この出力の飽和は、エリア「Ａ」の電荷蓄積時間が、その「Ｌ２」位置に存在する高輝
度点光源を考慮した適切な値に設定されるまで継続するので、それまでの間、測光用画像
取得部１７の出力が不安定になってしまう。
【００７８】
　そこで、この問題に対応するため、例えば高輝度点光源が上述の図４のように移動する
場合には、エリア「Ａ」の電荷蓄積時間を、例えば図５の斜線で示した部分の光電変換素
子、即ち、エリア「Ａ」の周辺のセンサの出力を加味して決定するようにする。
【００７９】
　このようにすれば、前回の電荷蓄積時間の設定において、エリア「Ａ」の電荷蓄積時間
が、高輝度点光源の移動前の存在位置、つまり、エリア「Ｂ」の「Ｌ１」位置に対応した
光電変換素子の出力を加味して設定されることとなる。
【００８０】
　故に、エリア「Ａ」では、高輝度点光源が手振れにより「Ｌ２」位置に移動してきても
、その位置に対応する光電変換素子の出力が飽和することはない。なぜならば、エリア「
Ａ」の電荷蓄積時間は、エリア「Ｂ」の「Ｌ１」位置に存在していたその高輝度点光源を
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考慮して、最適な画像信号が出力されるように、適切な値に設定されているからである。
【００８１】
　従って、今回のエリア「Ａ」の電荷蓄積時間を適切な値に決定することができるので、
測光用画像取得部１７の出力が不安定になることはない。
【００８２】
　なお、手振れ量が大きい場合や、望遠レンズのようにレンズの焦点距離が長い場合には
、被写界内での高輝度点光源の手振れによる移動量が大きくなる。従って、そのような場
合は、エリアの電荷蓄積時間を決定するときに加味の対象とする周辺のセンサの範囲をよ
り広くする必要がある。つまり、高輝度点光源を特定の測光対象として扱い、その特定の
測光対象からの光束を受光する光電変換素子が、加味の対象とする周辺のセンサの範囲に
出来るだけ含まれるように当該周辺のセンサの範囲を決定する必要がある。
【００８３】
　このように、エリア拡張幅は、「Ａ」、「Ｂ」、「Ｃ」、「Ｄ」の各エリア（第１の電
荷蓄積型センサ）の電荷蓄積時間を決定するときに加味の対象とする周辺のセンサ（第１
の電荷蓄積型センサに隣接する第２の電荷蓄積型センサ）の範囲を示すものである。
【００８４】
　このエリア拡張幅の算出は、手振れ量の情報とレンズの焦点距離の情報とに基づいて以
下のように行う。
【００８５】
　手振れ量をＶＲ、手振れ量に基づくエリア拡張幅をＥｘＨとすると、ＥｘＨは、例えば
（式１）によって求めることができる。
【００８６】
【数１】

　なお、（式１）中のＨｔｈ１とＨｔｈ２は、所定の閾値である。
【００８７】
　（式１）から分かるように、ＶＲの値が大きいとＥｘＨの値も大きくなる。つまり、手
振れ量が大きければ、手振れ量に基づくエリア拡張幅が広くなる。
【００８８】
　また、レンズの焦点距離をＦｃ、焦点距離に基づくエリア拡張幅をＥｘＦとすると、Ｅ
ｘＦは、例えば（式２）によって求めることができる。
【００８９】
【数２】

　なお、（式２）中のＦｔｈは、所定の閾値である。
【００９０】
　（式２）から分かるように、Ｆｃの値が大きいとＥｘＦの値も大きくなる。つまり、レ
ンズの焦点距離が長ければ、焦点距離に基づくエリア拡張幅が広くなる。
【００９１】
　そして、（式１）と（式２）で求めたＥｘＨとＥｘＦを基に、例えば（式３）によって
エリア拡張幅（Ｅｘｐ）を算出する。
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【数３】

　なお、Ｅｘｐ（エリア拡張幅）の単位は画素である。
【００９３】
　このようにして、カメラ側マイコン２１は、エリア拡張幅を算出する。
【００９４】
　ステップ１０６：カメラ側マイコン２１は、測光用画像取得部１７の「Ａ」、「Ｂ」、
「Ｃ」、「Ｄ」の各エリアに対して今回設定する電荷蓄積時間を、当該エリアの周辺のセ
ンサ、即ち、算出したエリア拡張幅の範囲に存在する光電変換素子の出力を加味して決定
する。
【００９５】
　具体的には、カメラ側マイコン２１は、測光用画像取得部１７の「Ａ」、「Ｂ」、「Ｃ
」、「Ｄ」の各エリアの範囲を算出したエリア拡張幅の分だけ拡張し、その拡張後のエリ
アをそれぞれ「Ａ’」、「Ｂ’」、「Ｃ’」、「Ｄ’」として扱う。
【００９６】
　ここで、測光用画像取得部１７のエリア「Ａ」とエリア「Ｂ」について、エリア拡張幅
が０～２画素の場合における拡張後のエリア「Ａ’」とエリア「Ｂ’」の範囲のイメージ
を図６に示す。
【００９７】
　図６の（ａ－１）は、エリア「Ａ」について、エリア拡張幅が０画素の場合における拡
張後のエリア「Ａ’」の範囲を示している。また、図６の（ａ－２）と（ａ－３）は、エ
リア「Ａ」について、それぞれエリア拡張幅が１画素と２画素の場合における拡張後のエ
リア「Ａ’」の範囲を示している。
【００９８】
　図６の（ｂ－１）は、エリア「Ｂ」について、エリア拡張幅が０画素の場合における拡
張後のエリア「Ｂ’」の範囲を示している。また、図６の（ｂ－２）と（ｂ－３）は、エ
リア「Ｂ」について、それぞれエリア拡張幅が１画素と２画素の場合における拡張後のエ
リア「Ｂ’」の範囲を示している。
【００９９】
　カメラ側マイコン２１は、その拡張後の「Ａ’」、「Ｂ’」、「Ｃ’」、「Ｄ’」の各
エリアにおける光電変換素子の出力に基づいて、「Ａ」、「Ｂ」、「Ｃ」、「Ｄ」の各エ
リアに対して今回設定する電荷蓄積時間を決定する。
【０１００】
　このとき、拡張後の「Ａ’」、「Ｂ’」、「Ｃ’」、「Ｄ’」の各エリアにおいて、エ
リア内の最も明るい部分に対応する光電変換素子の出力が飽和しないように、例えば光電
変換素子の飽和出力レベルの８０％となるように電荷蓄積時間を求めるようにする。
【０１０１】
　すなわち、その光電変換素子の飽和出力レベルの８０％の出力を目標出力Ｖ０とする。
【０１０２】
　ここで、各光電変換素子の出力をＶ１［ｈ，ｖ］とし、その光電変換素子出力を得る際
の電荷蓄積時間をＴ１［ｈ，ｖ］とする。そうすると、光電変換素子の電荷蓄積の単位時
間あたりの出力（Ｓ１［ｈ，ｖ］）は、例えば（式４）によって求めることができる。な
お、ｈ、ｖは画素のアドレスである。
【０１０３】
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【数４】

　そして、拡張後のエリア［ｉ’］（ｉ’＝Ａ’～Ｄ’）内において最大となるＳ１［ｈ
，ｖ］をＰ１［ｉ’］とすると、今回設定する電荷蓄積時間（Ｔ２［ｉ］）は、例えば（
式５）によって求めることができる。
【０１０４】

【数５】

　カメラ側マイコン２１は、このようにして求めた値（Ｔ２［ｉ］）を、今回設定する電
荷蓄積時間として決定する。
【０１０５】
　カメラ側マイコン２１は、撮像素子駆動部２８に対して電荷蓄積時間の設定指示を行い
、測光用画像取得部１７のエリア「Ａ」～エリア「Ｄ」の電荷蓄積時間を、上記のように
決定した値、つまり、（式４）によれば、Ｔ２［Ａ］～Ｔ２［Ｄ］に設定する。
【０１０６】
　全てのエリアの電荷蓄積時間を設定し終えると、カメラ側マイコン２１は、ステップ１
０２へ移行する。これにより、測光用画像取得部１７の「Ａ」、「Ｂ」、「Ｃ」、「Ｄ」
の各エリアは、今回設定された電荷蓄積時間、即ち、当該エリアの周辺のセンサの出力を
加味して決定された電荷蓄積時間に基づいて電荷の蓄積制御が行われることとなる。
【０１０７】
　ステップ１０７：カメラ側マイコン２１は、ステップ１０３で決定した露出条件の下で
電子カメラの露出制御を行い本撮影を実施する。
【０１０８】
　本撮影を終えると、カメラ側マイコン２１は、本フローの処理を終了する。
【０１０９】
　（本実施形態の補足事項）
　なお、上記ステップ１０５では、エリア拡張幅を算出するために、手振れ量の情報と撮
影レンズ３の焦点距離の情報を取得した。しかし、情報を取得することができない場合は
、所定値をそれらの情報として使用するようにしてもよい。
【０１１０】
　また、上記では、エリア拡張幅の算出を（式１）～（式３）によって行うよう説明した
が、算出方法はこれに限定されるものではない。
【０１１１】
　例えば、手振れ量とレンズの焦点距離と、それらに最適となるエリア拡張幅との関係を
実験などにより予め求めておき、その求めておいた関係の情報をＲＯＭ２４などのメモリ
にテーブルなどとして格納しておく。そして、そのテーブルを使用してエリア拡張幅を算
出するようにしてもよい。あるいは、実験などにより予め求めておいた関係を関数として
ＲＯＭ２４などのメモリに記憶しておき、その関数によりエリア拡張幅を算出するように
してもよい。
【０１１２】
　また、上記では、手振れ量の情報とレンズの焦点距離の情報とを基にエリア拡張幅を算
出して、そのエリア拡張幅の分だけ測光用画像取得部１７の「Ａ」、「Ｂ」、「Ｃ」、「
Ｄ」の各エリアの範囲を拡張した。しかし、それらの各エリアの範囲を拡張する際には、
手振れセンサ３２から出力される手振れ方向の情報を考慮するようにしてもよい。
【０１１３】
　その場合、手振れ方向の情報から上下方向の手振れが生じていると判断できる場合には
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、例えば、図７（１）に示すように、エリア「Ａ」においては、その周辺のセンサのうち
下側のセンサの範囲を算出したエリア拡張幅の分だけ広げるようにする。また、図７（２
）に示すように、エリア「Ｃ」においては、その周辺のセンサのうち上側のセンサの範囲
を算出したエリア拡張幅の分だけ広げるようにする。
【０１１４】
　一方、手振れ方向の情報から左右方向の手振れが生じていると判断できる場合には、例
えば、図７（３）に示すように、エリア「Ｂ」においては、その周辺のセンサのうち左側
のセンサの範囲を算出したエリア拡張幅の分だけ広げるようにする。また、図７（４）に
示すように、エリア「Ｄ」においては、その周辺のセンサのうち右側のセンサの範囲を算
出したエリア拡張幅の分だけ広げるようにする。
【０１１５】
　また、上記では、高輝度点光源が測光用画像取得部１７のセンサ（測光センサ）上のど
の位置に存在するかに拘わらず、手振れ量の情報とレンズの焦点距離の情報とを基に算出
したエリア拡張幅を測光用画像取得部１７の「Ａ」、「Ｂ」、「Ｃ」、「Ｄ」の全てのエ
リアに対し一律に適用して各エリアの範囲を拡張した。
【０１１６】
　しかし、高輝度点光源の測光センサ上における位置を検出するようにして、その検出し
た位置の情報と、手振れセンサ３２から出力される手振れ方向および手振れ量の情報とを
基に測光センサ上での高輝度点光源の移動範囲を求め、その移動範囲部分に対応するエリ
アに対してのみ算出したエリア拡張幅を適用するようにしてもよい。
【０１１７】
　例えば、図４に示すように高輝度点光源がエリア「Ｂ」の「Ｌ１」位置からエリア「Ａ
」の「Ｌ２」位置に移動する場合は、エリア「Ａ」とエリア「Ｂ」とが高輝度点光源の移
動範囲として求められる。従って、この場合は、エリア「Ａ」とエリア「Ｂ」に対してエ
リア拡張幅を適用するようにする。
【０１１８】
　なお、測光センサ上での高輝度点光源の移動範囲の情報は、従来の移動予測技術を用い
て求めるようにしてもよい。
【０１１９】
　また、エリア拡張幅の情報は使用せずに、高輝度点光源の測光センサ上における位置を
検出するようにして、その検出した位置が属するエリアに隣接し、かつ高輝度点光源の位
置からの距離が近い他のエリアの範囲を、高輝度点光源が存在する現在の位置を含む広さ
に拡張するようにしてもよい。なお、高輝度点光源と他のエリアとの距離が近いか否かは
、所定の閾値により判断する。
【０１２０】
　また、従来の移動予測技術を用いた予測により、例えば、エリア「Ｂ」に存在する高輝
度点光源が、次回電荷蓄積時間を決定するときにはエリア「Ａ」に移動していることが予
想される場合、エリア「Ａ」の範囲のみを、エリア「Ｂ」の高輝度点光源が存在する現在
の位置を含む広さに拡張するようにしてもよい。但し、この範囲の拡張は、エリア拡張幅
の情報は使用せずに、エリア「Ａ」の範囲と、エリア「Ｂ」の高輝度点光源が存在する現
在の位置とに基づいて行うようにする。そして、拡張後のエリア「Ａ’」の光電変換素子
の出力に基づき決定した電荷蓄積時間を、今回のエリア「Ａ」の電荷蓄積時間として設定
するようにする。これにより、次回電荷蓄積時間を決定するときに高輝度点光源がエリア
「Ａ」に存在しても、エリア「Ａ」内のその高輝度点光源に対応する光電変換素子の出力
が飽和することはない。
【０１２１】
　また、上記では、測光用画像取得部１７が有するセンサ（測光センサ）のエリアを、「
Ａ」、「Ｂ」、「Ｃ」、「Ｄ」の４つとして説明したが、エリアの数はこれに限定されな
い。
【０１２２】



(13) JP 5446219 B2 2014.3.19

10

20

30

40

50

　また、上記では、測光用画像取得部１７が生成した測光用画像を基に評価値を算出し、
その評価値に基づいて露出条件（シャッター速度、絞り値、ＩＳＯ感度）を決定するよう
に露出制御を行なった。なお、その測光用画像は、周辺のセンサの出力を加味して決定さ
れた電荷蓄積時間に基づく電荷蓄積制御によって測光用画像取得部１７が生成した画像で
ある。
【０１２３】
　しかし、上記の処理により測光用画像取得部１７が生成した測光用画像は、露出制御だ
けでなく、例えば、ホワイトバランス処理や焦点検出演算などにおいても利用することが
できる。
【０１２４】
　例えば、ホワイトバランス処理において利用する場合は、その測光用画像を基に被写界
の環境光の色温度を算出し、その色温度に基づき本撮影画像に対してホワイトバランス処
理を施すようにする。なお、その場合には、測光用画像取得部１７が有するセンサ（測光
センサ）の光電変換素子は、ＲＧＢの３色のカラー成分を含む画像信号を出力可能な構成
とし、これにより被写界の輝度情報だけでなくカラー情報も扱えるようにするとよい。
【０１２５】
　また、焦点検出演算において利用する場合は、測光用画像を基に撮影画面内における主
要被写体の位置を検出して焦点検出演算を行うようにする。
【０１２６】
　そうすれば、手振れにより高輝度点光源が測光センサのエリア間を移動する場合にも、
ホワイトバランス処理や焦点検出演算を正確に行うことができるようになる。
【０１２７】
　（本実施形態の作用効果）
　以上、本実施形態の電子カメラでは、手振れセンサから取得した手振れ量の情報とレン
ズユニットから取得したレンズの焦点距離の情報とに基づきエリア拡張幅が算出される。
ここで、エリア拡張幅は、測光センサの「Ａ」～「Ｄ」の各エリアの電荷蓄積時間を決定
するときに加味の対象とする周辺のセンサの範囲を示すものである。手振れ量が大きい場
合やレンズの焦点距離が長い場合には、エリア拡張幅、即ち、周辺のセンサの範囲がより
広くなる。
【０１２８】
　また、算出されたエリア拡張幅の分だけ測光センサの「Ａ」～「Ｄ」の各エリアの範囲
が拡張され、拡張後の「Ａ’」～「Ｄ’」の各エリアにおける光電変換素子の出力に基づ
き、「Ａ」～「Ｄ」の各エリアに対して設定する電荷蓄積時間が決定される。
【０１２９】
　このように決定された電荷蓄積時間は、「Ａ」～「Ｄ」の各エリアの周辺のセンサ、即
ち、手振れ量の情報と焦点距離の情報とに基づき算出されたエリア拡張幅の範囲に存在す
る光電変換素子の出力を加味して決定されたものである。
【０１３０】
　そして、測光センサの「Ａ」～「Ｄ」の各エリアの電荷蓄積時間が、上記のように決定
された値に設定される。この設定により、測光センサの「Ａ」～「Ｄ」の各エリアは、当
該エリアの周辺のセンサの出力を加味して決定された電荷蓄積時間に基づいて電荷の蓄積
制御が行われることとなる。
【０１３１】
　例えば、エリア「Ｂ」内に存在した高輝度点光源が、今回電荷蓄積時間を決定するとき
に、手振れによりエリア「Ａ」内に突然移動してくるとする。
【０１３２】
　しかし、エリア「Ａ」の電荷蓄積時間は、その高輝度点光源がエリア「Ｂ」に存在した
ときの光電変換素子の出力を加味して設定されているので、高輝度点光源の移動によって
エリア「Ａ」の光電変換素子の出力が飽和することはない。
【０１３３】
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　従って、今回のエリア「Ａ」の電荷蓄積時間を適切な値に決定することができるので、
測光センサの出力が不安定になることはない。
【０１３４】
　よって、本実施形態の電子カメラでは、手振れにより高輝度点光源が測光センサのエリ
ア間を移動する場合にも、正確な測光が行なえる。
【０１３５】
　また、本実施形態の電子カメラでは、手振れセンサから取得した手振れ量が小さい場合
には、算出されるエリア拡張幅が小さな値となり、取得した手振れ量が大きい場合には、
算出されるエリア拡張幅が大きな値となる。つまり、取得した手振れ量に応じて、測光セ
ンサの「Ａ」～「Ｄ」の各エリアの電荷蓄積時間を決定するときに加味の対象とする周辺
のセンサの範囲が変更される。
【０１３６】
　よって、本実施形態の電子カメラでは、高輝度点光源のエリア間の移動量が手振れの程
度により変化する場合にも、正確な測光が行なえる。
【０１３７】
　また、本実施形態の電子カメラでは、レンズユニットから取得したレンズの焦点距離が
短い場合には、算出されるエリア拡張幅が小さな値となり、取得したレンズの焦点距離が
長い場合には、算出されるエリア拡張幅が大きな値となる。つまり、レンズの焦点距離に
応じて、測光センサの「Ａ」～「Ｄ」の各エリアの電荷蓄積時間を決定するときに加味の
対象とする周辺のセンサの範囲が変更される。
【０１３８】
　よって、本実施形態の電子カメラでは、レンズの焦点距離が変化する場合にも、正確な
測光が行なえる。
【０１３９】
　また、本実施形態の電子カメラでは、手振れセンサから取得した手振れ方向の情報が縦
を示している場合には、測光センサの「Ａ」～「Ｄ」の各エリアの電荷蓄積時間を決定す
るときに加味の対象とする周辺のセンサの範囲が縦方向に広げられる。一方、取得した手
振れ方向の情報が横を示している場合には、測光センサの「Ａ」～「Ｄ」の各エリアの電
荷蓄積時間を決定するときに加味の対象とする周辺のセンサの範囲が横方向に広げられる
。
【０１４０】
　よって、本実施形態の電子カメラでは、手振れによる高輝度点光源のエリア間の移動方
向が変化しても、正確な測光が行なえる。
【０１４１】
　また、本実施形態の電子カメラでは、高輝度点光源の測光センサ上における位置が検出
され、その検出された位置の情報と、手振れセンサから出力される手振れ方向および手振
れ量の情報とを基に測光センサ上での高輝度点光源の移動範囲が求められる。そして、そ
の移動範囲部分に対応するエリアに対してのみ算出したエリア拡張幅が適用される。この
場合、エリアの範囲が拡張されるのは、その移動範囲部分に対応するエリアのみとなる。
【０１４２】
　また、本実施形態の電子カメラでは、高輝度点光源の測光センサ上における位置が検出
され、その検出された位置が属するエリアに隣接し、かつ高輝度点光源の位置からの距離
が近い他のエリアの範囲が、高輝度点光源の存在する現在の位置を含む広さに拡張される
。この場合、エリアの範囲が拡張されるのは、高輝度点光源の存在位置との距離が近いエ
リアのみとなる。
【０１４３】
　また、本実施形態の電子カメラでは、予測により、或るエリアに存在する高輝度点光源
が、次回電荷蓄積時間を決定するときには他のエリアに移動していることが予想される場
合、当該他のエリアの範囲のみが、高輝度点光源が存在する現在のエリア内の位置を含む
広さに拡張される。この場合、エリアの範囲が拡張されるのは、高輝度点光源の移動先と
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【０１４４】
　このように、本実施形態の電子カメラでは、高輝度点光源の移動に関わるエリアのみそ
の範囲が拡張されるので、正確な測光が行なえる。
【図面の簡単な説明】
【０１４５】
【図１】本発明の測光装置が組み込まれた一眼レフレックス型電子カメラの構成図である
。
【図２】測光センサにおける光電変換素子の配置イメージの例を示す図である。
【図３】電子カメラの撮影の動作を示す流れ図である。
【図４】高輝度点光源の手振れによるエリア間の移動について説明する図である。
【図５】エリア「Ａ」の周辺のセンサについて説明する図である。
【図６】拡張後のエリア「Ａ’」とエリア「Ｂ’」の範囲を示す図である。
【図７】手振れ方向の情報を加味する場合における各エリアの周辺のセンサについて説明
する図である。
【符号の説明】
【０１４６】
　１…カメラ本体，２…レンズユニット，３…撮影レンズ，４…レンズ駆動部，５…距離
検出部，６…絞り制御部，７…絞り，８…レンズ側マイコン，９…マウント，１０…マウ
ント，１１…電気接点，１２…クイックリターンミラー，１３…拡散スクリーン（焦点板
），１４…ペンタプリズム，１５…接眼レンズ，１６…測光用再結像レンズ，１７…測光
用画像取得部，１８…撮像部，１９…メカニカルシャッタ，２０…サブミラー，２１…カ
メラ側マイコン，２２…焦点検出部，２３…シャッタ制御部，２４…ＲＯＭ，２５…ＲＡ
Ｍ，２６…記録インターフェース（記録Ｉ／Ｆ），２７…Ａ／Ｄ変換部，２８…撮像素子
駆動部，２９…画像処理部，３０…Ａ／Ｄ変換部，３１…撮像素子駆動部，３２…手振れ
センサ，３３…システムバス，３４…記録媒体
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