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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　振れ信号に基づいて第１の振れ補正データを生成し、前記第１の振れ補正データよりも
高い振れ補正効果が得られるように前記振れ信号に基づいて第２の振れ補正データを生成
する生成手段と、
　第１の動画撮影モードの場合、前記第１の振れ補正データを用いて像ぶれ補正手段の移
動量である振れ補正量を算出し、第２の動画撮影モードの場合、前記第２の振れ補正デー
タを用いて前記像ぶれ補正手段の移動量である振れ補正量を算出する算出手段と、を有す
る像ぶれ補正装置であって、
　前記振れ信号の大きさが第１の所定の範囲以下である場合、前記第１の動画撮影モード
から前記第２の動画撮影モードに移行し、前記振れ信号の大きさが第２の所定の範囲以上
である場合、前記第２の動画撮影モードから前記第１の動画撮影モードに移行し、
　前記第１の動画撮影モードは、前記像ぶれ補正手段の全ての駆動位置にてフィルタのカ
ットオフ周波数の変更を行うモードであり、
　前記第２の動画撮影モードは、前記像ぶれ補正手段の所定値以下の駆動位置にてフィル
タのカットオフ周波数の変更を行わないモードである、ことを特徴とする像ぶれ補正装置
。
【請求項２】
　前記生成手段は、前記振れ信号に基づいて前記第１の振れ補正データを生成し、前記第
１の振れ補正データの振れ補正の周波数域よりも低い周波数域まで振れ補正が得られるよ
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うに前記振れ信号に基づいて前記第２の振れ補正データを生成する、ことを特徴とする請
求項１に記載の像ぶれ補正装置。
【請求項３】
　前記第１の所定の範囲は、第１の信号値範囲であり、
　前記振れ信号の大きさが当該第１の信号値範囲内であり且つ前記振れ補正量が示す位置
が第１の位置範囲にある場合に、前記第１の動画撮影モードから前記第２の動画撮影モー
ドへ移行することを特徴とする請求項１または２に記載の像ぶれ補正装置。
【請求項４】
　前記振れ信号の大きさが前記第１の信号値範囲内であり且つ前記振れ補正量が前記第１
の位置範囲内である状態が所定時間続いた場合に、前記第１の動画撮影モードから前記第
２の動画撮影モードへ移行することを特徴とする、請求項３に記載の像ぶれ補正装置。
【請求項５】
　前記振れ信号の大きさが前記第１の信号値範囲よりも大きい第２の信号値範囲外である
状態、または振れ補正量が前記第１の位置範囲よりも大きい第２の位置範囲外である状態
が所定時間続いた場合に、前記第２の動画撮影モードから前記第１の動画撮影モードへ移
行することを特徴とする、請求項３または４に記載の像ぶれ補正装置。
【請求項６】
　前記生成手段は、前記第１の振れ補正データと前記第２の振れ補正データを生成するた
めに前記振れ信号を積分し、
　前記第２の振れ補正データの生成において、前記振れ信号の積分に先立って該振れ信号
の位相補償を行なう位相補償手段を含むことを特徴とする請求項１乃至５のいずれか１項
に記載の像ぶれ補正装置。
【請求項７】
　前記算出手段は、前記第１の動画撮影モードから前記第２の動画撮影モードへ移行する
場合、その移行時の前記第１の振れ補正データと前記第２の振れ補正データとの差分を取
得し、前記差分を前記第２の振れ補正データから差し引いて得られる補正された第２の振
れ補正データを用いて振れ補正量を算出する、ことを特徴とする請求項１乃至６のいずれ
か１項に記載の像ぶれ補正装置。
【請求項８】
　前記第２の動画撮影モードから前記第１の動画撮影モードへ移行する場合に、前記算出
手段は前記補正された第２の振れ補正データと前記第１の振れ補正データを重みづけ加算
して得られた第３の振れ補正データを用いて振れ補正量を算出し、
　振れ補正量の算出に用いられる前記第３の振れ補正データを、前記補正された第２の振
れ補正データと前記第１の振れ補正データの前記重みづけ加算において用いられる重みづ
けを変更することで前記補正された第２の振れ補正データから前記第１の振れ補正データ
へ徐々に移行させることを特徴とする請求項７に記載の像ぶれ補正装置。
【請求項９】
　前記算出手段は、静止画撮影のときには、常に前記第２の振れ補正データを用いて振れ
補正量を算出することを特徴とする請求項１乃至８のいずれか１項に記載の像ぶれ補正装
置。
【請求項１０】
　前記第１の動画撮影モードは、定点撮影モードであることを特徴とする請求項１乃至９
のいずれか１項に記載の像ぶれ補正装置。
【請求項１１】
　前記第２の動画撮影モードは、前記像ぶれ補正手段の全駆動位置にてフィルタのカット
オフ周波数の変更を行わないことを特徴とする請求項１または２に記載の像ぶれ補正装置
。
【請求項１２】
　請求項１乃至１１の何れか１項に記載の像ぶれ補正装置を備えた光学機器。
【請求項１３】
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　請求項１乃至１１の何れか１項に記載の像ぶれ補正装置を備えた撮像装置。
【請求項１４】
　像ぶれ補正方法であって、
　生成手段が、振れ信号に基づいて第１の振れ補正データを生成し、前記第１の振れ補正
データよりも高い振れ補正効果が得られるように前記振れ信号に基づいて第２の振れ補正
データを生成する生成工程と、
　算出手段が、第１の動画撮影モードの場合、前記第１の振れ補正データを用いて像ぶれ
補正手段の移動量である振れ補正量を算出し、第２の動画撮影モードの場合、前記第２の
振れ補正データを用いて前記像ぶれ補正手段の移動量である振れ補正量を算出する算出工
程と、を有し、
　前記振れ信号の大きさが第１の所定の範囲以下である場合、前記第１の動画撮影モード
から前記第２の動画撮影モードに移行し、前記振れ信号の大きさが第２の所定の範囲以上
である場合、前記第２の動画撮影モードから前記第１の動画撮影モードに移行し、
　前記第１の動画撮影モードは、前記像ぶれ補正手段の全ての駆動位置にてフィルタのカ
ットオフ周波数の変更を行うモードであり、
　前記第２の動画撮影モードは、前記像ぶれ補正手段の所定値以下の駆動位置にてフィル
タのカットオフ周波数の変更を行わないモードである、ことを特徴とする像ぶれ補正方法
。
【請求項１５】
　前記第２の動画撮影モードは、前記像ぶれ補正手段の全駆動位置にてフィルタのカット
オフ周波数の変更を行わないことを特徴とする請求項１４に記載の像ぶれ補正方法。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、像ぶれ補正装置およびその制御方法、並びに像ぶれ補正装置を有する光学機
器または撮像装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　撮像装置の手ブレ等に起因した振れを検出して、この振れを補正するように撮像レンズ
を駆動する像ぶれ補正装置を備えた撮像装置が知られている。また近年では、動画記録時
にワイド端側において防振範囲を広げてパンニング動作やチルティング動作が伴うことが
前提として設計された振れ補正装置を備えた撮像装置が提案されている。この場合、動画
撮影時には、フィルタのカットオフ周波数が大きく設定されるように設計され、駆動する
撮像レンズが制御端に張り付くことを防止し、動画撮影時の見えを良くしている。
【０００３】
　特許文献１では、大きな手振れやパンニング動作やチルティング動作を伴わない撮影モ
ードを有し、ユーザによってそのモードが選択された時は、フィルタカットオフ周波数が
低く設定され、防振性能を高めるといった技術が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開平１１－３０８５２３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、特許文献１では、撮影するユーザ自身が状況に合わせながら撮影モード
を切り替えなくてはならず、切り替えが適切に行えない場合に、見えの良い動画が撮影で
きない可能性が考えられる。
【０００６】
　本発明は上記課題に鑑みてなされたものであり、動画撮影において像ぶれ補正を行う撮
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像装置において、大きな手振れやパンニング動作やチルティング動作が伴う場合も伴わな
い場合も、安定して見えの良い動画撮影ができる像ぶれ補正装置を提供することを目的と
する。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記の目的を達成するための本発明の一態様による像ぶれ補正装置は以下の構成を備え
る。すなわち、
　振れ信号に基づいて第１の振れ補正データを生成し、前記第１の振れ補正データよりも
高い振れ補正効果が得られるように前記振れ信号に基づいて第２の振れ補正データを生成
する生成手段と、
　第１の動画撮影モードの場合、前記第１の振れ補正データを用いて像ぶれ補正手段の移
動量である振れ補正量を算出し、第２の動画撮影モードの場合、前記第２の振れ補正デー
タを用いて前記像ぶれ補正手段の移動量である振れ補正量を算出する算出手段と、を有す
る像ぶれ補正装置であって、
　前記振れ信号の大きさが第１の所定の範囲以下である場合、前記第１の動画撮影モード
から前記第２の動画撮影モードに移行し、前記振れ信号の大きさが第２の所定の範囲以上
である場合、前記第２の動画撮影モードから前記第１の動画撮影モードに移行し、
　前記第１の動画撮影モードは、前記像ぶれ補正手段の全ての駆動位置にてフィルタのカ
ットオフ周波数の変更を行うモードであり、
　前記第２の動画撮影モードは、前記像ぶれ補正手段の所定値以下の駆動位置にてフィル
タのカットオフ周波数の変更を行わないモードである。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明によれば、動画撮影において像ぶれ補正を行う撮像装置において、大きな手振れ
やパンニング動作やチルティング動作が伴う場合も伴わない場合も、安定して見えの良い
動画撮影ができる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】実施形態に係る撮像装置の構成例を示すブロック図である。
【図２】実施形態に係るぶれ防止制御部の構成例を示すブロック図である。
【図３】実施形態に係るパンニング制御部の動作を説明する図である。
【図４】実施形態に係る定点撮影モード判定部のフローチャートである。
【図５】実施形態に係る定点撮影モードにおける各部の処理を示すフローチャートである
。
【図６】実施形態に係る振れ量切り替えを説明する図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　以下に、本発明の好ましい実施形態の例を、添付の図面に基づいて詳細に説明する。
【００１１】
　図１は、実施形態に係る像ぶれ補正装置を備えた撮像装置の構成を示すブロック図であ
る。この撮像装置は、静止画像と動画像の撮影を行うことが可能なデジタルカメラである
。図１において、ズームユニット１０１は、変倍を行うズームレンズを含む。ズーム駆動
制御部１０２は、ズームユニット１０１を駆動制御する。補正レンズユニット１０３は補
正部材であり、光軸に対して垂直方向に移動可能な振れ補正用のレンズ（シフトレンズ）
とそれを保持する機構を有する。振れ補正制御部１０４は、補正レンズユニット１０３を
駆動制御する。
【００１２】
　絞り・シャッタユニット１０５は絞り・シャッタ駆動制御部１０６はによって駆動制御
される。フォーカスレンズユニット１０７、ピント調節を行うフォーカスレンズを含む。
フォーカス駆動制御部１０８は、フォーカスレンズユニット１０７を駆動制御する。なお
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、補正レンズユニット１０３と振れ補正制御部１０４により、本実施形態の像ぶれ補正装
置１２０が構成される。
【００１３】
　撮像部１０９は、各レンズ群を通ってきた光像を電気信号に変換する。撮像信号処理部
１１０は撮像部１０９から出力された電気信号を映像信号に変換処理する。映像信号処理
部１１１は、撮像信号処理部１１０から出力された映像信号を用途に応じて加工する。表
示部１１２は映像信号処理部１１１から出力された信号に基づいて、必要に応じて画像表
示を行う。電源部１１３は、システム全体に用途に応じて電源を供給する。外部入出力端
子部１１４は、外部との間で通信信号及び映像信号を入出力する。操作部１１５はユーザ
ーがシステムを操作するためのボタンやスイッチ、タッチパネルなどからなる。記憶部１
１６は、映像情報など様々なデータを記憶する。姿勢情報制御部１１７は、撮像装置の姿
勢判定をして姿勢情報を映像信号処理部１１１や表示部１１２に提供する。カメラシステ
ム制御部１１８はシステム全体を制御する。
【００１４】
　次に、上記構成を持つ撮像装置の概略動作について説明する。操作部１１５には、振れ
補正モードを選択可能な振れ補正スイッチ（不図示）が含まれる。振れ補正スイッチによ
り振れ補正モードが選択されると、カメラシステム制御部１１８が振れ補正制御部１０４
に振れ補正動作の実行を指示し、これを受けた振れ補正制御部１０４が振れ補正オフの指
示がなされるまで振れ補正動作を行う。
【００１５】
　また、操作部１１５には、静止画撮影モードと動画撮影モードとのうちの一方を選択可
能にする撮影モード選択スイッチ（不図示）が含まれており、それぞれの撮影時モードに
おいて各アクチュエータの動作条件を変更することができる。また、操作部１１５は再生
モードを選択するための再生モード選択スイッチ（不図示）が含まれており、再生モード
が選択された場合には振れ補正動作は停止する。また、操作部１１５には動画記録スイッ
チ（不図示）が含まれる。動画記録スイッチが押下された後に動画記録が開始し、動画記
録中に再度動画記録スイッチが押下されると動画記録が終了する。
【００１６】
　また、操作部１１５には、押し込み量に応じて第１スイッチ（ＳＷ１）および第２スイ
ッチ（ＳＷ２）が順にオンするように構成されたシャッタレリーズボタン（不図示）が含
まれる。シャッタレリーズボタンが約半分押し込まれたときにスイッチＳＷ１がオンし、
シャッタレリーズボタンが最後まで押し込まれたときにスイッチＳＷ２がオンする構造と
なっている。スイッチＳＷ１がオンされると、フォーカス駆動制御部１０８がフォーカス
レンズユニット１０７を駆動してピント調節を行うとともに、絞り・シャッタ駆動制御部
１０６が絞り・シャッタユニット１０５を駆動して適正な露光量に設定する。スイッチＳ
Ｗ２がオンされると、撮像部１０９に露光された光像から得られた画像データが記憶部１
１６に記憶される。
【００１７】
　また、操作部１１５には、ズーム変倍の指示を行う変倍スイッチ（不図示）が含まれる
。変倍スイッチによりズーム変倍の指示があると、カメラシステム制御部１１８を介して
指示を受けたズーム駆動制御部１０２がズームユニット１０１を駆動して、指示されたズ
ーム位置にズームユニット１０１を移動させる。それとともに、撮像部１０９から送られ
た各信号処理部（１１０,１１１）にて処理された画像情報に基づいて、フォーカス駆動
制御部１０８がフォーカスレンズユニット１０７を駆動してピント調節を行う。
【００１８】
　図２は、像ぶれ補正装置１２０の構成をより詳細に説明したブロック図である。なお、
Ｐｉｔｃｈ方向およびＹａｗ方向で同じ構成となるため、以下では片軸のみで説明を行う
。振れ検出部２０１は、主にジャイロセンサを用いて振れの速度（角速度）を検出して、
電圧として出力する。すなわち、振れ検出部２０１は、像ぶれ補正装置１２０を有する撮
像装置の手ブレ等を検出する。Ａ／Ｄ変換部２０２は、振れ検出部２０１が出力した電圧
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をデジタルデータに変換して、振れ信号としての角速度データを得る。ハイパスフィルタ
２０３は、角速度データからジャイロのオフセット成分や温度ドリフト成分を除去してい
る。ハイパスフィルタ２０３から第１のゲイン演算部２０５までの系は、振れ信号から第
１の振れ量データを生成する第１の生成系を構成している。また、ハイパスフィルタ２０
３から第２のゲイン演算部２０８までの系は、振れ信号から、上記第１の生成系よりも高
い振れ補正効果が得られる第２の振れ量データを生成する第２の生成系を構成している。
【００１９】
　ハイパスフィルタ２０３の出力（振れ信号）は、第１の振れ量演算部と第２の振れ量演
算部に入力され、第１の振れ量データ、第２の振れ量データが生成される。第１の振れ量
演算部は、第１のローパスフィルタ２０４、第１のゲイン演算部２０５を有する演算部で
ある。また、第２の振れ量演算部は、位相補償部２０６、第２のローパスフィルタ２０７
、第２のゲイン演算部２０８を有する演算部である。Ａ／Ｄ変換部２０２、ハイパスフィ
ルタ２０３、第１のローパスフィルタ２０４、第１のゲイン演算部２０５により、振れ検
出部２０１の振れ信号から第１の振れ量データが生成されることになる。また、Ａ／Ｄ変
換部２０２、ハイパスフィルタ２０３、位相補償部２０６、第２のローパスフィルタ２０
７、第２のゲイン演算部２０８により、振れ検出部２０１の振れ信号から第２の振れ量デ
ータが生成されることになる。通常の撮影状態では、動画撮影時（動画撮影モード）にお
いては第１の振れ量演算部を、静止画撮影時（静止画撮影モード）においては第２の振れ
量演算部を用いるものとする。また、第２の振れ量演算部では、第１の振れ量演算部より
も振れ補正の効果が高くなるように、高い感度で振れ量データが生成される。これは、位
相補償の導入やローパスフィルタの低いカットオフ周波数の設定により実現されるが、詳
細は後述する。
【００２０】
　第１のローパスフィルタ２０４は、ハイパスフィルタ２０３から出力される角速度デー
タを積分し、位置の情報である角度データに変換して第１の振れ量を生成している。第１
のゲイン演算部２０５は、第１の振れ量にジャイロゲインをかけることで、振れ検出部２
０１が有するジャイロの感度ばらつきを吸収し、第１の振れ量データを出力する。位相補
償部２０６は、角速度データの積分に先立って、角速度データの位相遅れ、または位相進
み成分を補償しているフィルタである。この位相補償部２０６によって、位相補償を行わ
ないときに比べて、振れのより低域側まで振れ補正の効果得られるようになる。第２のロ
ーパスフィルタ２０７は、位相補償部２０６による位相補償後の角速度データを積分し、
角度データに変換して第２の振れ量を生成している。第２のゲイン演算部２０８は、第２
の振れ量にジャイロゲインをかけることで、振れ検出部２０１が有するジャイロの感度ば
らつきを吸収し、第２の振れ量データを出力する。なお、第１のローパスフィルタ２０７
と第２のローパスフィルタ２０７では、パンニング制御を行ったときのカットオフ周波数
の上げ方が異なる。ハイパスフィルタと２つのローパスフィルタのカットオフ周波数の変
更方法については図３にて後述する。
【００２１】
　振れ量切替部２０９は、シフトレンズ位置指令値として採用すべき振れ量データとして
、第１の振れ量データ（第１のゲイン演算部２０５の出力）を用いるか、第２の振れ量デ
ータ（第２のゲイン演算部２０８の出力）を用いるかを切り替える。振れ量切替部２０９
は、カメラシステム制御部１１８からの撮影モード信号が動画撮影モードを示す場合には
、第１のゲイン演算部２０５の出力を選択して敏感度演算部２１０へ出力する。また、撮
影モード信号が静止画撮影モードを示す場合には、振れ量切替部２０９は、第２のゲイン
演算部２０８の出力を選択して敏感度演算部２１０へ出力する。さらに、動画撮影モード
において、後述の定点撮影モードであると判定された場合、振れ量切替部２０９は、第２
のゲイン演算部２０８の出力を選択して敏感度演算部２１０へ出力するように動作する。
２１０は敏感度演算部であり、入力された第１または第２の振れ量データを、設定された
敏感度に従ってシフトレンズ位置指令値に変換している。これは、振れ補正のためのシフ
トレンズの移動量であり、以下、振れ補正量という。敏感度は焦点距離毎に異なった値を
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もち、焦点距離が変わるごとに敏感度も変更される。なお、焦点距離の情報等は、カメラ
システム制御部１１８から通知される。パンニング制御部２１１は、振れ量データまたは
振れ補正量をモニタリングしながら、シフトレンズ２１５が制御端に張り付かないよう、
ハイパスフィルタ２０３や第１、２のローパスフィルタ２０４，２０７のカットオフ周波
数を制御する。本実施形態では、パンニング制御部２１１は、敏感度演算部２１０の出力
（シフトレンズ２１５の位置指令）をモニタリングしてカットオフ周波数を制御するもの
とする。
【００２２】
　定点撮影モード判定部２１２は、振れ信号（ハイパスフィルタ２０３の出力）や振れ補
正量（敏感度演算部２１０の出力）をモニタリングしながら、定点撮影モードＯＮ／ＯＦ
Ｆを判定している。この定点撮影モードについては後述する。ＰＩＤ制御部２１３は、敏
感度演算部２１０からの振れ補正量と、位置検出部２１６から得られるシフトレンズ２１
５の位置の偏差とからシフトレンズ２１５を駆動するためのドライブ量を演算する。ドラ
イブ部２１４は、ＰＩＤ制御部２１３で計算されたドライブ量に基づいて、シフトレンズ
２１５を駆動している。シフトレンズ２１５は、補正部材として、検出された手振れとは
逆の方向に駆動させることで、撮影画像のブレをキャンセルさせるためのレンズである。
位置検出部２１６は例えばホール素子からなり、シフトレンズの位置を検出する。このよ
うに、撮像装置における光学系を駆動することで画像の振れを低減する補正機構である補
正レンズユニット１０３は、例えば、ＰＩＤ制御部２１３、ドライブ部２１４、シフトレ
ンズ２１５、位置検出部２１６により構成される。
【００２３】
　次に、図３を用いてパンニング制御部２１１の動作について説明する。図３のグラフは
、横軸がシフトレンズ２１５の位置であり、原点０をシフトレンズ２１５の中心としてい
る。縦軸はハイパスフィルタ２０３またはローパスフィルタ（２０４，２０７）の、振れ
信号に対するカットオフ周波数である。静止画撮影モード（第２のローパスフィルタ２０
７）では、シフトレンズ２１５の位置が中心からある一定の距離であるＡ度までカットオ
フ周波数は変化しない。シフトレンズ２１５の位置がＡ度を超えると、制御端であるθ度
までカットオフ周波数は大きくなり、最大でｆ１［Ｈｚ］までなる。一方、動画撮影モー
ド（第１のローパスフィルタ２０４）では、シフトレンズが中心から離れるとすぐにカッ
トオフ周波数は上がり始め、制御端θ度では最大でｆ２［Ｈｚ］まで大きくなる。ここで
、ｆ２＞ｆ１である。
【００２４】
　一般的に動画撮影モードのほうは、大きな手振れやパンニング動作やチルティング動作
が伴うことが前提になっているため、第１のローパスフィルタ２０４のカットオフ周波数
が大きくなりやすいように設計されている。こうして、動画撮影モードではシフトレンズ
２１５が中心に戻りやすくなっている。これにより、大きな手振れやパンニング動作やチ
ルティング動作を伴ってもシフトレンズが制御端に張り付くことなく、なめらかな動画撮
影が可能となる。しかしこの反面、静止画モードに比べると、動画モードでは振れ補正性
能が劣ってしまうことになる。なお、パンニング制御部２１１への動画撮影モード／静止
画撮影モードの信号は、カメラシステム制御部１１８から供給されるものとする。
【００２５】
　図４は定点撮影モード判定部２１２による定点撮影モードの判定処理を示すフローチャ
ートである。この判定処理はある一定の制御周期毎に繰り返し実行され、撮像装置が定点
撮影状態か否かを判定する。Ｓ４０１において、定点撮影モード判定部２１２は、現在の
状態が定点撮影モード状態であるか判定する。初期化時は定点撮影モードではなく通常撮
影モードとなっている。現在の状態が定点撮影モードでない場合は、処理はＳ４０２に遷
移し、撮像装置が定点撮影状態であるか否かを判定する。本実施形態では、振れ信号の大
きさが第１の信号値範囲内であり、且つ、敏感度演算部２１０が出力する振れ補正量（シ
フトレンズ位置）が第１の位置範囲内にあるという状態が、所定時間にわたって継続した
場合に定点撮影状態であると判定される。より具体的には、振れ信号の大きさが所定値Ａ
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in以内でかつシフトレンズ位置（敏感度演算部２１０の出力）が所定値Ｂin以内であるか
判定する。Ｓ４０２でＹＥＳであった場合、定点撮影モード判定部２１２は、Ｓ４０３で
定点撮影モード開始カウンタ（InCount）をインクリメントする。Ｓ４０２でＮＯと判定
された場合は、定点撮影モード判定部２１２は、Ｓ４０６で定点撮影モード開始カウンタ
を０にクリアする。Ｓ４０４において、定点撮影モード判定部２１２は定点撮影モード開
始カウンタが所定値Ｔinより大きいか判定する。定点撮影モード開始カウンタが所定値Ｔ
inより大きい場合、定点撮影モード判定部２１２は、定点撮影状態と判定し、Ｓ４０５に
おいて定点撮影モードフラグをTRUEにする。そして、Ｓ４０６において定点撮影モード判
定部２１２は、定点撮影モード開始カウンタを０にクリアして処理をＳ４０１に戻す。Ｓ
４０４において定点撮影モード開始カウンタがＴin以下であった場合は、そのまま処理は
Ｓ４０１に戻る。
【００２６】
　一方、現在、定点撮影状態である場合、定点撮影モード判定部２１２は、撮像装置の状
態が低減撮影モードから離脱したか否かを判定する。この判定においては、振れ信号の大
きさが第２の信号値範囲外であるか、または、敏感度演算部２１０が出力する振れ補正量
（シフトレンズ位置）が第２の位置範囲外にあるという状態が、所定時間にわたって継続
した場合に定点撮影状態であると判定される。すなわち、Ｓ４０７で振れ信号の大きさが
所定値Ａout以上かまたはシフトレンズ位置が所定値Ｂout以上であるかを判定する。Ｓ４
０７でＹＥＳの場合、定点撮影モード判定部２１２は、Ｓ４０８で定点撮影モード終了カ
ウンタ（OutCount）をインクリメントする。Ｓ４０７でＮＯと判定された場合は、定点撮
影モード判定部２１２は、Ｓ４１１で定点撮影モード終了カウンタを０にクリアする。Ｓ
４０９では、定点撮影モード判定部２１２は、定点撮影モード終了カウンタが所定値Ｔou
tより大きいか判定する。定点撮影モード終了カウンタが所定値Ｔoutより大きい場合、定
点撮影モード判定部２１２は、通常撮影モード状態と判定し、Ｓ４１０で定点撮影モード
フラグをFALSEにする。そして、Ｓ４１１において定点撮影モード判定部２１２は、定点
撮影モード終了カウンタを０にクリアして処理をＳ４０１に戻す。Ｓ４０９で定点撮影モ
ード終了カウンタがＴout以下であった場合は、処理はそのままＳ４０１に戻る。
【００２７】
　以上のように、定点撮影モード判定部２１２は、定点撮影モード状態でない場合は、振
れ信号とシフトレンズの位置がある所定値以内である状態が所定時間続いた場合、定点撮
影モードと判定する。また、定点撮影モードである場合は、振れ信号がある所定値以上か
またはシフトレンズ位置がある所定値以上である状態が所定時間続いた場合、通常撮影モ
ードと判定する。ここで判定閾値であるＡin，Ｂin、Ａout、Ｂoutは以下の関係であるこ
とが望ましい。
［数１］
　Ａin　＜　Ａout
　Ｂin　＜　Ｂout
【００２８】
　上記式を満たすことで、すなわち、上記第２の信号値範囲を上記第１の信号値範囲より
も大きく、上記第２の位置範囲を上記第１の位置範囲よりも大きく設定することで、判定
にヒステリシスをもたせることができ、チャタリングなどの防止となる。なお、上記説明
では、定点撮影モードか否かの判定において、振れ信号とシフトレンズ位置（敏感度演算
部２１０の出力である指示位置）を用いたが、これに限られるものではない。例えば、振
れ信号が所定の範囲にあるか否かの条件で用いて定点撮影モードか否かを判定するように
してもよい。ただし、「定点撮影モードになった」ことを判定する場合には、上述したよ
うにシフトレンズの位置を判定条件に加え、制御端等で定点撮影モードと判断されるよう
な事態の発生を避けることが好ましい。また、「定点撮影モードではなくなった」ことを
判定する場合には、振れ信号またはシフトレンズ位置の一方のみを参照するようにしても
よい。
【００２９】
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　図５は定点撮影モード処理と通常撮影モード処理の切り替えに関するフローチャートで
ある。この処理は定点撮影モードフラグが切り替わる毎に１回実行される。Ｓ５０１にお
いて、振れ量切替部２０９、パンニング制御部２１１は、定点撮影モードフラグがFALSE
か否かを判定する。定点撮影モードフラグがFALSEだった場合、つまり通常撮影モードで
あった場合、処理はＳ５０２へ進む。Ｓ５０２において、振れ量切替部２０９は、第１の
ゲイン演算部２０５の出力（第１の振れ量データ）を選択して出力するように切り替える
。なお、このとき採用する振れ量の切り替えによって生じる不連続を防止するために図６
により後述するような遷移期間が設けられる。そして、Ｓ５０３において、パンニング制
御部２１１はパンニング制御をＯＮとする。パンニング制御をＯＮにするということは、
図３で示したように、シフトレンズ位置によって、フィルタのカットオフ周波数を変更す
る処理をスタートさせるということである。
【００３０】
　Ｓ５０１で定点撮影モードフラグがTRUEであった場合、つまり定点撮影モード状態であ
った場合、処理はＳ５０４，Ｓ５０５へ進む。Ｓ５０４において、振れ量切替部２０９は
、第２のゲイン演算部２０８からの出力（第２の振れ量）を選択して出力するように切り
替える。このとき、このとき採用する振れ量の切り替えによって生じる不連続を防止する
ために、図６で説明するようなオフセット値の演算が行なわれる。また、Ｓ５０５におい
て、パンニング制御部２１１はパンニング制御をＯＦＦにする。パンニング制御をＯＦＦ
にすることで、図３に示したような、シフトレンズ位置によるフィルタのカットオフ周波
数変更は行われなくなる。このとき防振性能を最大にするため、カットオフ周波数はでき
るだけ小さい値で固定にすることが望ましい。なお、Ｓ１０５において、パンニング制御
をオフするのではなく、静止画用のパンニング制御を実行するように切り替えてもよい。
【００３１】
　図６は振れ量切り替え処理を示した時系列のグラフである。時刻０から時刻Ｔ１までは
通常撮影モードとし、時刻Ｔ１から時刻Ｔ２までは定点撮影モードとする。また、時刻Ｔ
２からＴ３までは上述のＳ５０２における状態遷移期間とし、Ｔ３以降は通常撮影モード
とする。また上段のグラフは、第１のゲイン演算部２０５と第２のゲイン演算部２０８の
出力そのものである。下段のグラフは、振れ量切替部２０９から出力される振れ量を示す
グラフである。同図において、振れ量切替部２０９から出力される振れ量は実線で示され
ている。時刻Ｔ１からＴ３にわたる点線は第１のローパスフィルタ出力であり、時刻Ｔ２
以降の点線は第２のローパスフィルタ出力から時刻Ｔ１時点のオフセットであるLPF12_Of
fsetを引いた信号である。
【００３２】
　時刻０から時刻Ｔ１までの通常撮影モードの場合、第１のゲイン演算部２０５の出力を
そのまま敏感度演算部２１０に入力することで、振れ補正量を生成し、それをもとにシフ
トレンズ２１５を駆動している。時刻Ｔ１で定点撮影モードと判定されると、振れ量切替
部２０９は、その時点の第１のゲイン演算部２０５の出力と第２のゲイン演算部２０８の
出力の差分（LPF12_Offset）を第２のゲイン演算部２０８の出力から差し引いた信号を敏
感度演算部２１０に入力する。これにより、定点撮影モードでは、位相補償部２０６、第
２のローパスフィルタ２０７、第２のゲイン演算部２０８により得られた第２の振れ量に
基づいた振れ補正量が生成され、シフトレンズ２１５が駆動される。また、通常撮影モー
ドから定点撮影モードへの移行時に、振れ補正量に不連続点が生じるのを回避し、シフト
レンズ２１５の駆動を連続的にできる。
【００３３】
　時刻Ｔ２で通常撮影モードと判定されると、定点撮影モードから通常撮影モードへと遷
移する。その時点の第２のゲイン演算部２０８の出力からLPF12_Offsetを引いた信号と、
第１のゲイン演算部２０５の出力には差があるため、そのまま切り替えると振れ量に不連
続が生じてしまう。そこで、切り替えを検出したＴ２から所定時間を遷移期間として、振
れ量に不連続が生じるのを防止する。本実施形態では、第１のゲイン演算部２０５からの
振れ量データと第２のゲイン演算部２０８からの振れ量データ（LPF12_Offsetにより補正
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されたデータ）を重みづけ加算し、それらの重みづけの比率を徐々に変化させて振れ量デ
ータの連続性を維持する。例えば、第１のゲイン演算部２０５の出力信号をLPF1OUT、第
２のゲイン演算部２０８の出力信号をLPF2OUT、振れ量切替部２０９が出力する振れ量デ
ータをOutPutとし、時刻Ｔ３までの遷移期間では以下の式により振れ量を算出する。なお
、時刻Ｔ３は時刻Ｔ２から所定時間だけ経過したときの時刻である。
【００３４】
［数２］
　Out = P×( LPF2OUT - LPF12_Offset ) +Q×LPF1OUT
　ただし、時刻Ｔ２の時点でｐ＝１、ｑ＝０であり、時刻Ｔ３にかけてＰは時間に比例し
て減少し、Ｑは時間に比例して増大し、時刻Ｔ３の時点でＰ＝０、Ｑ＝１となる。そして
時刻Ｔ３以降は、通常撮影モードとなって、第１のローパスフィルタ出力が振れ量となり
振れ補正量を生成し、シフトレンズを駆動する。例えば、上記所定時間をＴ、時刻Ｔ２か
らの経過時間をｔとすると、
　Ｐ＝（Ｔ－ｔ）／Ｔ、Ｑ＝ｔ／Ｔ
とすることができる。なお、ＰとＱの変化のさせ方は、これに限られるものではない。
【００３５】
　大きな手ぶれに対して振れ補正制御が行われる動画撮影や、パンニング動作やチルティ
ング動作が伴うことが前提として設計された動画撮影では、一般的に手振れ信号のフィル
タのカットオフ周波数が大きく設定されるように設計される。駆動する撮像レンズが制御
端に張り付くことを防止し、動画撮影時の見えを良くするためである。しかしこのように
設計された動画モードでは、そうでない静止画モードに比べ防振性能が劣る。これに対し
て、上記実施形態の振れ補正装置では、動画撮影において、大きな手振れや、パンニング
動作やチルティング動作パンニング動作やチルティング動作が伴う時は通常撮影モードに
、伴わない時は定点撮影モードに、自動的に撮影モードが切り替わる。そのため、本実施
形態によれば、大きな手振れやパンニング動作やチルティング動作が伴う場合であっても
伴わない場合であっても、常に見えの良い動画撮影ができる撮像装置を提供することがで
きる。
【００３６】
　なお、本発明は静止画像と動画像の撮影を行うことが可能なデジタルカメラで説明した
が、本発明の像ぶれ補正装置は、デジタルビデオカメラにも適用できる。また、本発明の
像ぶれ補正装置を有する撮影レンズ鏡筒や一眼レフやビデオカメラ用の交換レンズのよう
な光学機器にも適用できる。また、本発明の像ぶれ補正装置を有する光学機器や撮像装置
を用いた携帯電話やゲーム機などの電子機器にも適用できる。
【００３７】
　また、本発明は、以下の処理を実行することによっても実現される。即ち、上述した実
施形態の機能を実現するソフトウェア（プログラム）を、ネットワーク又は各種記憶媒体
を介して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（または
ＣＰＵやＭＰＵ等）がプログラムを読み出して実行する処理である。
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