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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　撮影レンズ及びイメージセンサを有するレンズユニットと、このレンズユニットが着脱
自在とされ、装着されたレンズユニットからの画像データを受信して記録媒体に記録する
本体ユニットとからなる撮影装置において、
　前記本体ユニットまたはレンズユニットの一方に、ＲＡＷデータ形式の画像データを前
記記録媒体に記録する第１記録モードと輝度及び各色差の画像データを前記記録媒体に記
録する第２記録モードとを選択する選択手段及びこの選択手段によって選択された記録モ
ードを各ユニットに設定するモード設定手段を有し、
　前記レンズユニットは、
　イメージセンサから出力されるアナログ信号をデジタル変換することでＲＡＷデータ形
式の画像データを生成するデジタル変換手段と、
　画像データを可逆圧縮する可逆圧縮手段と、
　ＲＡＷデータ形式の画像データを輝度及び各色差の画像データに変換するＹＣ変換手段
と、
　画像データを前記本体ユニットに送信するデータ送信手段と、
　第１記録モードが設定されているときに、前記デジタル変換手段からのＲＡＷデータ形
式の画像データを前記可逆圧縮手段を介して前記データ送信手段に送り、第２記録モード
が設定されているときに、前記デジタル変換手段からのＲＡＷデータ形式の画像データを
前記ＹＣ変換手段を介してデータ送信手段に送るデータ経路制御手段とを有し、
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　前記本体ユニットは、
　前記データ送信手段からの画像データを受信する受信手段と、
　第２記録モードが設定されているときに、輝度及び各色差の画像データを非可逆圧縮す
る非可逆圧縮手段と、
　第１記録モードが設定されているときに、前記データ受信手段によって受信した可逆圧
縮されたＲＡＷデータ形式の画像データを記録媒体に記録し、第２記録モードが設定され
ているときに、前記データ受信手段によって受信され、前記非可逆圧縮手段によって非可
逆圧縮された輝度及び各色差の画像データを前記記録媒体に記録する記録制御手段とを有
することを特徴とする撮影装置。
【請求項２】
　前記データ経路制御手段は、第２記録モードが設定されているときに、前記デジタル変
換手段からのＲＡＷデータ形式の画像データを前記ＹＣ変換手段及び前記可逆圧縮手段を
介して前記データ送信手段に送り、
　前記本体ユニットは、前記レンズユニットで可逆圧縮された輝度及び各色差の画像デー
タを伸張する可逆伸張手段を有し、
　前記非可逆圧縮手段は、前記可逆伸張手段で伸張された輝度及び各色差の画像データを
非可逆圧縮することを特徴とする請求項１記載の撮影装置。
【請求項３】
　前記レンズユニットは、撮影に関する撮影情報を生成する情報生成手段と、撮影情報を
可逆圧縮されたＲＡＷデータ形式の画像データに付加する付加手段を有し、前記記録制御
手段は、撮影情報が付加された画像データを記録媒体に記録することを特徴とする請求項
１または２記載の撮影装置。
【請求項４】
　前記レンズユニットは、撮影に関する撮影情報を生成する情報生成手段と、この撮影情
報を本体ユニットに送信する情報送信手段とを有し、
　前記本体ユニットは、情報送信手段からの撮影情報を受信する情報受信手段と、撮影情
報を画像データに付加する付加手段とを有し、
　前記記録制御手段は、撮影情報が付加された画像データを記録媒体に記録することを特
徴とする請求項１または２記載の撮影装置。
【請求項５】
　前記付加手段は、圧縮された画像データに撮影情報を付加することを特徴とする請求項
４記載の撮影装置。
【請求項６】
　前記付加手段は、前記レンズユニットからの撮影情報とともに本体ユニット固有の情報
を付加することを特徴とする請求項４または５記載の撮影装置。
【請求項７】
　前記情報送信手段及び情報受信手段の転送速度は、前記データ送信手段及びデータ受信
手段の転送速度よりも低速であることを特徴とする請求項４ないし６のいずれか１項に記
載の撮影装置。
【請求項８】
　前記情報送信手段及び情報受信手段は、前記レンズユニットと前記本体ユニットとの間
の制御信号を送受信する手段であることを特徴とする請求項７記載の撮影装置。
【請求項９】
　前記情報送信手段及び情報受信手段の転送、前記データ送信手段及びデータ受信手段の
転送は、シリアル通信によって行われることを特徴とする請求項７または８記載の撮影装
置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、撮影レンズとイメージセンサを内蔵するレンズユニットと、このレンズユニ
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ットが着脱自在とされた本体ユニットとで構成される撮影装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　近年では、ＣＣＤイメージセンサ等のイメージセンサによって、被写体を撮影し、その
画像データをメモリカード等に記憶するデジタルカメラが普及している。画像データをメ
モリカード等に記憶する場合に、通常では画像データを非可逆圧縮して記録しているが、
可逆圧縮（ロスレス圧縮）を採用したデジタルカメラも知られている（例えば特許文献１
を参照）。
【０００３】
　非可逆圧縮は、圧縮効率が高いが、多少の情報損失がある。このため商用目的など高画
質が要求される場合には、圧縮前のデータを完全に復元できる可逆圧縮が用いられること
が多い。また、撮影後に種々の画像処理を施したりする場合には、デジタルカメラで画像
処理を行っていないＲＡＷデータ形式の画像データを可逆圧縮した画像データを記録する
ことが多い。
【０００４】
　一方、例えば特許文献２に示されるように、撮影レンズとイメージセンサ（撮像素子）
とを筐体に組み込んだレンズユニット（プラグインユニット）と、このレンズユニットが
取り付けられ、そのレンズユニットのイメージセンサで撮影して得られる画像データを受
け取るようにした本体ユニット（カメラ本体）とからなる撮影装置が知られている。
【０００５】
　上記撮影装置では、レンズユニットとしては、ズームレンズや広角レンズ等の各種のも
のが用意されており、種々のレンズユニットを交換して利用できるようにされている。ま
た、本体ユニットには、マイクロコンピュータが内蔵されており、装着されたレンズユニ
ットの動作を制御するようにされている。
【特許文献１】特開２０００－１０６６４０号公報
【特許文献２】特開２００２－２１８３８７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　ところで、上記のようなレンズユニットと本体ユニットとからなる撮影装置においては
、撮影で得られる画像データをレンズユニットから本体ユニットに転送する必要がある。
ＲＡＷデータを記録しようとする場合に、そのＲＡＷデータは、非可逆圧縮の際に最終的
に用いられる輝度及び各色差の画像データ（ＹＣデータ）に比べて非常にデータ量が多い
。例えばＹＣデータが各８ビットであるのに対し、ＲＡＷデータは各１０～１６ビット程
度であり、バイト（８ビット）単位で転送処理を行うとすれば、実質的に２倍の転送量で
あって２倍の転送時間が必要となる。しかしながら、このように転送時間が長くなると、
レンズユニットは、その閉ざされた筐体の狭い空間内にイメージセンサや、これを駆動す
るための回路素子、各種信号処理，データ転送ようの通信回路等の回路素子などが配置し
てあるため、それらの発熱による温度上昇が問題になる。レンズユニットの内部が温度上
昇した場合には、画像信号のＳ／Ｎ比の低下、動作不良等が発生しやすくなる。
【０００７】
　本発明は上記問題を解消するためになされたもので、ＲＡＷデータの転送時においても
、レンズユニットの内部が温度上昇を抑え、画像信号のＳ／Ｎ比の低下、動作不良等の発
生を防止することができる撮影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】
【０００８】
　上記目的を達成するために、請求項１記載の撮影装置では、本体ユニットまたはレンズ
ユニットの一方に、ＲＡＷデータ形式の画像データを記録媒体に記録する第１記録モード
と輝度及び各色差の画像データを記録媒体に記録する第２記録モードとを選択する選択手
段及びこの選択手段によって選択された記録モードを各ユニットに設定するモード設定手
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段を有し、レンズユニットは、イメージセンサから出力されるアナログ信号をデジタル変
換することでＲＡＷデータ形式の画像データを生成するデジタル変換手段と、画像データ
を可逆圧縮する可逆圧縮手段と、ＲＡＷデータ形式の画像データを輝度及び各色差の画像
データに変換するＹＣ変換手段と、画像データを本体ユニットに送信するデータ送信手段
と、第１記録モードが設定されているときに、デジタル変換手段からのＲＡＷデータ形式
の画像データを可逆圧縮手段を介してデータ送信手段に送り、第２記録モードが設定され
ているときに、デジタル変換手段からのＲＡＷデータ形式の画像データをＹＣ変換手段を
介してデータ送信手段に送るデータ経路制御手段とを有し、本体ユニットは、データ送信
手段からの画像データを受信する受信手段と、第２記録モードが設定されているときに、
輝度及び各色差の画像データを非可逆圧縮する非可逆圧縮手段と、第１記録モードが設定
されているときに、データ受信手段によって受信した可逆圧縮されたＲＡＷデータ形式の
画像データを記録媒体に記録し、第２記録モードが設定されているときに、データ受信手
段によって受信され、非可逆圧縮手段によって非可逆圧縮された輝度及び各色差の画像デ
ータを記録媒体に記録する記録制御手段とを有するように構成したものである。
【０００９】
　請求項２記載の撮影装置では、データ経路制御手段を、第２記録モードが設定されてい
るときに、デジタル変換手段からのＲＡＷデータ形式の画像データをＹＣ変換手段及び可
逆圧縮手段を介してデータ送信手段に送るようにし、本体ユニットに、レンズユニットで
可逆圧縮された輝度及び各色差の画像データを伸張する可逆伸張手段を設け、非可逆圧縮
手段が、可逆伸張手段で伸張された輝度及び各色差の画像データを非可逆圧縮するように
したものである。
【００１０】
　請求項３記載の撮影装置では、レンズユニットに、撮影に関する撮影情報を生成する情
報生成手段と、撮影情報を可逆圧縮されたＲＡＷデータ形式の画像データに付加する付加
手段とを設け、記録制御手段を、撮影情報が付加された画像データを記録媒体に記録する
ようにしたものである。また、請求項４記載の撮影装置では、レンズユニットに、撮影に
関する撮影情報を生成する情報生成手段と、この撮影情報を本体ユニットに送信する情報
送信手段とを設け、本体ユニットに、情報送信手段からの撮影情報を受信する情報受信手
段と、撮影情報を画像データに付加する付加手段とを設け、記録制御手段が、撮影情報が
付加された画像データを記録媒体に記録するようにしたものである。さらに、請求項５記
載の撮影装置では、付加手段が、圧縮された画像データに撮影情報を付加するようにした
ものである。そして、請求項６記載の撮影装置では、付加手段が、レンズユニットからの
撮影情報とともに本体ユニット固有の情報を付加するようにしたものである。
【００１１】
　請求項７記載の撮影装置では、情報送信手段及び情報受信手段の転送速度は、データ送
信手段及びデータ受信手段の転送速度よりも低速としたものである。また、請求項８記載
の撮影装置では、情報送信手段及び情報受信手段として、レンズユニットと本体ユニット
との間の制御信号を送受信する手段を用いたものである。さらに、請求項９記載の撮影装
置では、情報送信手段及び情報受信手段の転送、及びデータ送信手段及びデータ受信手段
の転送を、シリアル通信によって行うようにしたものである。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明の撮影装置によれば、レンズユニットに設けた可逆圧縮手段によって可逆圧縮さ
れたＲＡＷデータ形式の画像データを本体ユニットに送信して、これを記録媒体に記録す
るようにしたから、本体ユニットに送るべきデータ量が少なくなり、短時間で転送が可能
となるとともに、可逆圧縮手段の回路規模が小さく発熱を少なくできるので、レンズユニ
ット内部の温度上昇を抑えることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
　本発明を実施した撮影装置としてのデジタルカメラを図１に示す。このデジタルカメラ
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１０は、本体ユニット１１とレンズユニット１２とから構成される。レンズユニット１２
は、筐体１２ａに内蔵された撮影レンズ１３とこの撮影レンズ１３によって結像する被写
体像を光電変換するイメージセンサ１４とを有している。イメージセンサ１４としては、
ＣＣＤイメージセンサを用いているが、ＭＯＳ型等であってもよい。
【００１６】
　本体ユニット１１は、装着されたレンズユニット１２との間で種々の信号を授受するこ
とにより、イメージセンサ１４等を駆動し、イメージセンサ１４で被写体を撮影して得ら
れる画像データを取得する。本体ユニット１１に対して、レンズユニット１２は着脱自在
としてあり、レンズユニット１２としては、例えば撮影レンズ１３の焦点距離が異なるも
の、イメージセンサ１４の画素数が異なるもの、赤外線撮影が可能なものなど、複数種類
のものが用意されている。これにより、撮影意図・撮影シーンに応じたレンズユニット１
２を任意に選択して本体ユニット１１に装着して撮影を行うことができる。
【００１７】
　レンズユニット１２の背面に、バヨネット爪１５を形成したマウント部１６を設けてあ
る。一方、本体ユニット１１の前面には、バヨネット溝１７を形成したマウント部１８を
設けてある。レンズユニット１２は、そのバヨネット爪１６をバヨネット溝１７に位置合
わせして押し込み、時計方向に回転して固定位置とすることによって本体ユニット１１に
装着される。なお、このように固定位置とされたときに、イメージセンサ１４の受光面が
横長の姿勢となるようにしてある。
【００１８】
　マウント部１８には、ロックピン２０を設けてある。ロックピン２０は、前方に突出し
たロック位置と、本体ユニット１１内に移動した解除位置との間で移動自在としてあり、
ロック位置に向けて付勢してある。上記のようにレンズユニット１２を本体ユニット１１
に装着する際に、ロックピン２０は、マウント部１６に押圧されることでバネの付勢に抗
して解除位置に移動し、レンズユニット１２が固定位置まで回転されると、マウント部１
６に形成されたピン穴（図示省略）と係合してレンズユニット１２の回転をロックする。
これにより、レンズユニット１２が不用意に回転して本体ユニット１１から脱落すること
を防止する。
【００１９】
　マウント部１８の近傍には、ロック解除ボタン２１を設けてあり、このロック解除ボタ
ン２１を押圧操作すると、ロックピン２０が解除位置に移動し、ロックピン２０とピン穴
との係合が解除される。これにより、レンズユニット１２の回転が許容され、カメラ本体
１１からの取り外しが可能になる。
【００２０】
　マウント部１８の中央には、マウント蓋２３を設けてある。このマウント蓋２３は、前
方に向けて付勢してあり、レンズユニット１２が装着されていない時には、図１に示すよ
うにバヨネット爪１５が入り込む開口を内側から塞ぎ、カメラ本体１１内に塵埃などが侵
入することを防止する。マウント蓋２３は、レンズユニット１２が本体ユニット１１に装
着された際には、レンズユニット１２に押圧されて後方に移動することにより、レンズユ
ニット１２の装着を許容する。
【００２１】
　バヨネット爪１５には、複数の接点１５ａを設けてあり、各接点１５ａは、レンズユニ
ット１２が本体ユニット１１に固定された際に、本体ユニット１１側のマウント部１８内
に設けた接点（図示省略）と接触する。これにより、本体ユニット１１に内蔵された回路
とレンズユニット１２に内蔵された回路とを電気的に接続される。
【００２２】
　本体ユニット１１の前面には、撮影時にストロボ光を被写体に照射するストロボ発光部
２４を設けてある。また、カメラ本体１１の上面には、デジタルカメラ１０に撮影を指示
するレリーズボタン２５と、モード切替ダイヤル２６とを設けてある。モード切替ダイヤ
ル２６を操作することにより、静止画撮影を行う撮影モードと、撮影済みの画像を再生表
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示する再生モードを選択することができる。
【００２３】
　撮影モード下では、記録モードとして、色等の各種情報の損失がないようにして記録す
るＲＡＷモードと、ＪＰＥＧモードとを選択することができる。ＲＡＷモードは、イメー
ジセンサから出力されるアナログの画像信号をデジタル変換して得られる画像データ、い
わゆるＲＡＷデータ形式の画像データを色等の各種情報等の損失がないようにして記録す
るモードであり、この例では記録の際には可逆圧縮を施して記録する。
【００２４】
　一方、ＪＰＥＧモードは、ＲＡＷデータにホワイトバランス補正，ガンマ補正、色補正
等の画像処理を施し、さらにその画像データを輝度（Ｙ），及び色差（Ｃｒ，Ｃｂ）の画
像データ（以下、ＹＣデータという）に変換し、そのＹＣデータにＪＰＥＧ圧縮規格の非
可逆圧縮を施して記録する。また、この例ではモード切替えダイヤル２６が記録モードを
選択する選択手段となっており、撮影モードを選択する際には、記録モードとしてＲＡＷ
モードを選択した撮影モードの位置と記録モードとしてＪＰＥＧモードを選択した撮影モ
ードの位置とのいずれか一方をモード切替えダイヤル２６で選択する。なお、このような
記録モードを選択する手段をレンズユニット側に設けてもよい。この場合には、レンズユ
ニット１２側から記録モードの情報が本体ユニット１１に伝えられる。
【００２５】
　レリーズボタン２５は、２段押しとなっており、撮影モード下で軽く押圧した半押しと
すると、露出調節（ＡＥ処理）、ピント調節（ＡＦ処理）等が行われる。この半押しから
さらにレリーズボタン２５を押し込んで全押しとすると、半押しで行われた露出調節、ピ
ント調節の下で１画面分の撮影が行われ、得られる画像データが記録媒体に記録される。
【００２６】
　図２に本体ユニット１１，レンズユニット１２の構成を示す。本体ユニット１１には、
本体制御部３０を設けてあり、レンズユニット１２には、レンズ制御部３１を設けてある
。デジタルカメラ１０は、撮影モード下ではこれら本体制御部３０とレンズ制御部３１と
が協働して制御動作を行うことにより、撮影等の各種シーケンスが行われる。
【００２７】
　レンズユニット１２側のレンズ制御部３１には、ＲＯＭ３１ａと、ＲＡＭ３１ｂとを接
続してある。ＲＯＭ３１ａには、撮影モード・再生モード時に使用する制御プログラム等
のプログラム等が予め記憶されている。レンズ制御部３１は、本体ユニット１１からの各
種信号に応答し、ＲＯＭ３１ａの制御プログラムに基づいてレンズユニット１２の各部の
駆動を制御する。
【００２８】
　撮影レンズ１３は、レンズ駆動部３３によって駆動され、ズーミングやフォーカシング
、絞りによるイメージセンサ１４に入射する光量の調節を行う。この撮影レンズ１３の背
後に、イメージセンサ１４を配してあり、撮影レンズ１３による被写体像がイメージセン
サ１４の受光面に結像される。イメージセンサ１４の受光面上には、多数の光電変換セル
がマトリクス状に配されている。各光電変換セルは、入射した光をその光量に応じた電荷
に変換して蓄積するフォトダイオードと、Ｒ（赤色），Ｇ（緑色），Ｂ（青色）のいずれ
かの色フィルタとからなる。
【００２９】
　イメージセンサ１４は、上記の各光電変換セルに入射する光を、その入射光量に応じた
電荷に変換して蓄積することにより、被写体を撮影する。このイメージセンサ１４は、タ
イミングジェネレータ３４からの各種駆動信号により駆動され、撮影した被写体像をアナ
ログ信号である画像信号として出力する。イメージセンサ１４としては、例えばＣＣＤイ
メージセンサを用いているが、それに限るものではなく、例えばＭＯＳ型のイメージセン
サを用いてもよい。
【００３０】
　イメージセンサ１４からの画像信号は、アナログ信号処理部３５に送られる。アナログ
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信号処理部３５は、相関二重サンプリング回路やオートゲインコトローラからなり、入力
される画像信号に対してノイズの除去，欠陥画素に対応する画像信号の補間処理，増幅処
理を施して出力する。
【００３１】
　Ａ／Ｄ変換器３６は、アナログ信号処理部３５からの画像信号をデジタル変換してＲＡ
Ｗデータ形式の画像データ（以下、ＲＡＷデータという）を生成する。ＲＡＷデータのビ
ット数は、再現しようとする階調数等によって所定のビット数に決められているが、ＪＰ
ＥＧモードで記録されるデータのビット数よりも大きく、例えば１０～１６ビット程度で
ある。
【００３２】
　上記のアナログ信号処理部３５，Ａ／Ｄ変換器３６は、タイミングジェネレータ３４か
らのタイミング信号が入力されることによって、イメージセンサ１４の動作に同期して作
動する。
【００３３】
　デジタル信号処理回部３７は、ＲＡＷモード時には、Ａ／Ｄ変換器３６からのＲＡＷデ
ータに対して処理を施すことなく出力し、ＪＰＥＧモード時には、入力されるＲＡＷデー
タに対してオフセット補正処理、ホワイトバランスのためのパラメータ決定及びそのパラ
メータに基づくホワイトバランス補正処理、イメージセンサ１４の色フィルタの特性に応
じて色補正するためのリニアマトリクス演算処理、ガンマ補正処理，同時化処理、輪郭補
正処理等からなる画像処理と、画像処理が施されたデータをＹＣデータに変換するＹＣ変
換処理とを行う。
【００３４】
　ＡＥ／ＡＦ検出部３８は、Ａ／Ｄ変換器３６からのＲＡＷデータに基づいて被写体像の
高周波成分の振幅値であるＡＦ検出値と、被写体輝度を示すＡＥ検出値を発生してレンズ
制御部４３に送る。レンズ制御部３１は、被写体にピントを合致させるために、ＡＦ検出
値が最大となるように撮影レンズ１３のフォーカシングを行い、ＡＥ検出値に基づいて絞
り値やイメージセンサ１４の電子シャッタ速度（電荷蓄積時間）を決定し制御する。
【００３５】
　可逆圧縮部３９は、ＲＡＷモード時にロスレスＪＰＥＧ方式によってデータ圧縮を行う
。このような可逆圧縮を行う回路は、作動時に非可逆圧縮に比べて回路規模が小さいので
消費電力，発熱が小さい。このため、実装スペースの点で有利であるとともに、レンズユ
ニット１２の狭い空間に設けた場合の発熱による温度上昇も特に問題とならない。
【００３６】
　情報生成部４１は、撮影された画像の画素数，ホワイトバランスに必要なパラメータま
たはレンズユニット１２で行ったホワイトバランスの際のパラメータ、撮影レンズ１３の
仕様や特性等の撮影に関する情報を撮影情報として生成する。
【００３７】
　電源部４２は、マウント部１６，１８の接点を介して本体ユニット１１から供給される
電力をレンズユニット１２の各部に給電する。この給電によって、レンズユニット１２の
各部が動作する。
【００３８】
　レンズユニット１２には、制御用シリアルドライバ４３と、高速シリアルドライバ４４
とを設けてあり、これらはマウント部１６，１８の接点を介して本体ユニット１１側の回
路に接続される。制御用シリアルドライバ４３は、本体制御部３０とレンズ制御部３１と
の間における制御コマンドの授受を行うために設けられている。高速シリアルドライバ４
４は、撮影情報と画像データ（ＲＡＷデータ，ＹＣデータ）をレンズユニット１２から本
体ユニット１１に転送するために設けられている。高速シリアルドライバ４４は、画像デ
ータの転送時間を短くするために高速にデータ転送が可能なものが用いられ、制御用ドラ
イバ４３は、消費電力を低減するために高速シリアルドライバ４４よりも転送速度が低い
ものを用いている。
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【００３９】
　レンズ制御部３１，レンズ駆動部３３，タイミングジェネレータ３４，デジタル信号処
理部３７，ＡＥ／ＡＦ検出部３８，可逆圧縮部４１，情報生成部４２，各シリアルドライ
バ４３，４４は、バス４５を介して接続されており、これら各部はバス４５を介してレン
ズ制御部３１に制御されるとともに、相互間でデータの授受が可能になっている。
【００４０】
　本体制御部３０には、撮影モード・再生モード時に使用する制御プログラム等のプログ
ラム等が予め記憶されたＲＯＭ３０ａと、ワークメモリとして用いられるＲＡＭ３０ｂと
を接続してある。ＲＯＭ３０ａには、撮影モード・再生モード時に使用する制御プログラ
ム等のプログラム等が予め記憶されており、これに基づいて本体制御部３０が作動する。
【００４１】
　操作部５１は、本体ユニット１１に設けたモード切替ダイヤル２６等の各種操作部材か
ら構成されており、それらの操作に応じた操作信号を発生し、その操作信号を本体制御部
３０に送る。本体制御部３０は、レリーズボタン２５の操作に応じたレリーズ信号と、操
作部５１からの操作信号とに応答して本体ユニット１１の各部を制御するとともに、レン
ズ制御部３１を介してレンズユニット１２の動作を制御する。
【００４２】
　レリーズボタン２５が押圧操作された際に発生するレリーズ信号は、そのレリーズ操作
から撮影のためのシーケンスの開始までできるだけ小さくするために、マウント部１８，
１６の接点を介して直接にレンズ制御部３１にも送られる。レンズ制御部３１は、このレ
リーズ信号に応答して撮影シーケンスを実行する。
【００４３】
　バス５２には、制御用シリアルドライバ５３、高速シリアルドライバ５４，Ｉ／Ｏ回路
５５，メモリ部５６，ストロボ制御部５７，ＬＣＤドライバ５８，メディアコントローラ
５９，圧縮伸張部６０，デジタル信号処理部６１が接続されている。これら各部は、バス
４５を介して本体制御部３０に制御されるとともに、相互間でデータの授受が可能になっ
ている。
【００４４】
　制御用シリアルドライバ５３，高速シリアルドライバ５４は、それぞれマウント部１８
，１６の接点を介してレンズユニット１２側の対応する制御用シリアルドライバ４３，高
速シリアルドライバ４４と接続され、それぞれ協働してシリアル通信を行う。本体制御部
３０とレンズ制御部３１との相互間の制御コマンド等の通信は、制御用シリアルドライバ
４３，５３を介して行われ、画像データ，撮影情報の転送は、高速シリアルドライバ４４
，５４を介して行われる。なお、撮影情報は、そのデータ量があまり大きくないので制御
用シリアルドライバ４３，５３を介して転送してもよく、このようにすれば消費電力の低
減を図ることができる。
【００４５】
　Ｉ／Ｏ回路５５は、本体ユニット１１にレンズユニット１２が装着されているか否かを
検出してそれに応じた装着信号を出力する。Ｉ／Ｏ回路５５の入力端は、抵抗５５ａを介
してプルアップされるとともに、マウント部１８の本体側検出接点に接続してある。レン
ズユニット１２側のマウント部１６には、接地となるように接続されたレンズ側検出接点
が設けてあり、レンズユニット１２が正しく本体ユニット１１に接続されたときには、各
検出接点が接続されてＩ／Ｏ回路５５の入力端がプルアップされたレベルから接地レベル
となることによって装着したことが検出される。
【００４６】
　メモリ部５６は、レンズユニット１２から取得した画像データが一時的に書き込まれる
。ストロボ制御部５７は、本体制御部３０からのストロボ発光信号に応答してストロボ発
光部２４を発光させる。ＬＣＤドライバ５８には、ＹＣデータが入力され、これをＲＧＢ
データに変換して本体ユニット１１の背面に設けたＬＣＤ６２を駆動することによって、
そのＬＣＤ６２にスルー画像表示や撮影済みの画像を表示する。
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【００４７】
　メディアコントローラ５９は、本体ユニット１１に装着される記録媒体としてのメモリ
カード６３に対して画像ファイルの読み書きを行う。画像ファイルは、圧縮されたＲＡＷ
データあるいはＹＣデータに撮影情報を結合したものになっている。撮影モードの場合に
は、レンズユニット１２から取得した画像データと撮影情報とを用いて作成した画像ファ
イルがメモリカード６３に記録される。再生モードの場合には、メモリカード６３から読
み出した画像ファイルから得られる画像データに伸張等の必要な処理を施してからＬＣＤ
ドライバ５８に送ることでＬＣＤ６２に記録されている画像が再生表示される。
【００４８】
　圧縮伸張部６０は、非可逆圧縮伸張回路６０ａと、可逆圧縮伸張回路６０ｂとから構成
される。非可逆圧縮伸張回路６０ａは、ＪＰＥＧモード時にレンズユニット１２からのＹ
ＣデータをＪＰＥＧ形式での非可逆圧縮し、また再生モード時にＪＰＥＧ形式での非可逆
圧縮されているＹＣデータの伸張を行う。可逆圧縮伸張回路６０ｂは、画像データの可逆
圧縮及び可逆圧縮されている画像の伸張を行うものであって、この例では再生モード時に
ＲＡＷデータの画像を再生する際に、可逆圧縮されているＲＡＷデータの伸張を行う。な
お、この可逆圧縮伸張回路６０ｂを用いて、例えばＹＣデータを非可逆圧縮する代わりに
、可逆圧縮して記録する記録モードを設けてもよい。
【００４９】
　データ処理部６１は、撮影モード下では、圧縮されたＲＡＷデータまたはＹＣデータと
撮影情報とを結合することにより画像ファイルを生成する。また、データ処理部６１は、
再生モード下では、伸張されたＲＡＷデータに対してその撮影情報等に基づき、オフセッ
ト補正処理、ホワイトバランス補正処理、リニアマトリクス演算処理、ガンマ補正処理，
同時化処理、輪郭補正処理，ＹＣ変換等を行い、ＬＣＤで画像を再生表示するためのＹＣ
データを生成する。
【００５０】
　本体ユニット１１のバッテリ収納室（図示省略）にバッテリ６４が装着され、このバッ
テリ６４が電源制御部６５に接続される。電源制御部６５は、バッテリ６４の出力電圧を
所定の電圧に変圧し、本体ユニット１１の各部に供給する。また、電源制御部６５は、マ
ウント部１８，１６の接点を介してレンズユニット１２への給電を行う。この電源制御部
６５には、電源スイッチ６６を接続してあり、各部への電力の供給と停止とは、電源スイ
ッチ６６のＯＮ／ＯＦＦ操作に応答して制御される。
【００５１】
　図３に機能ブロックを示すように、レリーズボタン２５の全押し後にイメージセンサ１
４から出力される画像信号は、Ａ／Ｄ変換器３６が対応するデジタル変換手段７０によっ
てデジタル変換されてＲＡＷデータとされる。データ経路制御手段７１は、第１記録モー
ドとしてのＲＡＷモード時には、入力されるＲＡＷデータを可逆圧縮手段７２を介してデ
ータ送信手段７２に送り、第２記録モードとしてのＪＰＥＧモード時には、入力されるＲ
ＡＷデータを画像処理手段７４，ＹＣ変換手段７５を介してデータ送信手段７２に送るよ
うにデータの経路を切り換える。なお、第２記録モードにおいては、必ずしも得られるＹ
Ｃデータを圧縮して記録しなくてもよく、可逆圧縮して記録してもよい。
【００５２】
　この実施形態においては、データ経路制御手段７１は、ＲＡＷモード時にデジタル信号
処理部３７が入力されるＲＡＷデータをそのままバス４５に出力し、そのＲＡＷデータを
可逆圧縮部３９が取得して圧縮してから高速シリアルドライバ４４に送り、ＪＰＥＧモー
ド時には、デジタル信号処理部３７が入力されるＲＡＷデータに対して画像処理、ＹＣ変
換処理を施してから高速シリアルドライバ４４に送るように、レンズ制御部３１が制御す
ることに対応している。
【００５３】
　可逆圧縮手段７２は、ＲＡＷデータを可逆圧縮するものであり、可逆圧縮３９に対応す
る。可逆圧縮手段７２による、この実施形態では、ロスレスＪＰＥＧ形式で可逆圧縮を行
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っているが、その他の可逆圧縮の形式を採用してもよい。
【００５４】
　画像処理手段７４は、ＲＡＷデータをＹＣデータに変換する際の前処理としての画像処
理を行うためのものであり、デジタル信号処理部３７によるＲＡＷデータに対してオフセ
ット補正処理、ホワイトバランス補正処理、リニアマトリクス演算処理、ガンマ補正処理
，同時化処理、輪郭補正処理等の画像処理に対応する。この画像処理手段７４による画像
処理は、適宜に必要な処理を行えばよい。ＹＣ変換手段７５は、ＲＡＷデータをＹＣデー
タに変換するためのものであり、デジタル信号処理部３７による色差マトリクス演算処理
に対応する。
【００５５】
　情報生成手段７６は、撮影情報を生成して情報制御手段７７に送る。情報生成手段７６
が生成する撮影情報としては、画素数，ホワイトバランスのパラメータ、撮影レンズ１３
の仕様や特性等の他にも、レンズユニット１２で取得、生成可能な撮影に関する各種情報
を採用することができる。この情報生成手段７６は、情報生成部４１に対応する。
【００５６】
　データ送信手段７３は、画像データとして可逆圧縮手段７２からで可逆圧縮されたＲＡ
ＷデータまたはＹＣ変換手段３７からのＹＣデータを本体ユニット１１に送り、データ受
信手段８１はその画像データを受信する。また、情報制御手段７７は、情報生成手段７６
で生成された撮影情報を本体ユニット１１に送り、情報受信手段８２は、その撮影情報を
受信する。データ送信手段７３，情報送信手段７７は、いずれもレンズユニット１２の高
速シリアルドライバ４４に対応し、データ受信手段８１，情報受信手段８２は、いずれも
本体ユニット１１の高速シリアルドライバ５４に対応する。なお、制御用シリアルドライ
バ４３，５３を用いて撮影情報を転送する場合には、情報送信手段７７，情報受信手段は
、制御用シリアルドライバ４３，５３に対応する。情報制御手段７７は、情報生成手段７
６で生成された撮影情報を本体ユニット１１に送り、情報受信手段８２は、その撮影情報
を受信する。また、データ送信手段７３とデータ受信手段８１，情報送信手段７７と情報
受信手段８２は、いずれもリアル通信を行うようにしているが、通信の形式等はこれに限
られるものではない。
【００５７】
　非可逆圧縮手段８３は、ＪＰＥＧモード時に転送されてくるＹＣデータを非可逆圧縮形
式でデータ圧縮する。非可逆圧縮手段７３は、この例では非可逆圧縮伸張回路６０ａに対
応しており非可逆のＪＰＥＧ形式で圧縮を行うが、非可逆圧縮の形式はこれに限られるも
のではない。
【００５８】
　付加手段８４は、ＲＡＷモード時では可逆圧縮されたＲＡＷデータに撮影情報を結合し
て画像ファイルを作成し、ＪＰＥＧモード時では非可逆圧縮されたＹＣデータに撮影情報
を結合して画像ファイルを作成する。この付加手段は、データ処理部６１に対応する。な
お、レンズユニット１２で生成された撮影情報に加えて、付加手段８４が本体ユニット１
１に固有の情報を加えるように構成してもよい。また、撮影情報等を付加しない画像デー
タを記録媒体８６に記録するようにしてもよい。さらには、レンズユニット１２で撮影情
報をＲＡＷデータに付加した後に本体ユニット１１に転送してもよい。
【００５９】
　記録制御手段８５は、メディアコントローラ５９に対応するものであり、付加手段８４
で作成された画像ファイルを記憶媒体８６に記録する。記録媒体８６は、メモリカード６
３に対応するが、記録媒体７６としては、メモリカードに限られるものではなく、光学的
あるいは磁気的に記録する例えばディスクであってもよく、本体ユニット１１に内蔵した
メモリ等であってもよい。
【００６０】
　次に、上記構成の作用について図４，図５を参照しながら説明する。なお、図４は、本
体ユニット１１側のシーケンスの概略を示しており、図５は、レンズユニット１２側のシ
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ーケンスの概略を示している。
【００６１】
　デジタルカメラ１０を使用するには、レンズユニット１２を本体ユニット１１に取り付
けてから、電源スイッチ６６をＯＮにする。電源スイッチ６６をＯＮにすると、バッテリ
６４の電圧が電源制御部６５によって変圧され、本体ユニット１１の各部に供給される。
また、この電源制御部６５から各マウント部１８，１６の接点を介してレンズユニット１
２の電源部４２にも電力が供給される。そして、この電源部４２によってレンズユニット
１２の各部に電力が供給される。これにより、デジタルカメラ１０が起動する。
【００６２】
　撮影を行う場合には、上記のようにしてデジタルカメラ１０を起動させた後、モード切
替ダイヤル２６を操作して撮影モードを選択すると同時にＲＡＷモードまたはＪＰＥＧモ
ードを選択する。記録モードが選択されると、その選択された記録モードが本体制御部３
０によって本体ユニットに設定される。また、本体制御部３０によって、選択された記録
モードが制御用シリアルドライバ５３，４３を介してレンズ制御部３１に送られてレンズ
ユニット１２に設定される。
【００６３】
　記録モードにかかわらず撮影モードとなると、スルー画像表示が行われる。イメージセ
ンサ１４によって被写体のスルー画像表示のための光電変換が繰り返し行われ、得られる
画像信号がアナログ信号処理部３５での処理を施されてから、Ａ／Ｄ変換器３６によって
ＲＡＷデータに変換される。そして、このＲＡＷデータがデジタル信号処理部３７で画像
処理が施されてからＹＣデータに変換される。そして、このようにして得られるＹＣデー
タが高速シリアルドライバ４４，５４を介して本体ユニット１１に送られる。なお、スル
ー画像表示の際には、例えばイメージセンサ１４での電荷転送を制御して画素混合や間引
き等を行うことにより、画素数が少なくされている。
【００６４】
　本体ユニット１１に送られたＹＣデータは、バス５２を介してメモリ部５６に書き込ま
れた後、ＬＣＤドライバ５８によって読み出され、それに基づいてＬＣＤ６２が駆動され
る。メモリ部５６のＹＣデータは、イメージセンサ１４によって１フレーム分の撮影が行
われるごとに更新されるから、被写体がスルー画像としてＬＣＤ６２に表示される。撮影
者は、このＬＣＤ６２に表示されるスルー画像を観察することによってフレーミングを行
うことができる。
【００６５】
　フレーミングの後、レリーズボタン２５を半押しとすると、それに応じたレリーズ信号
（以下、半押し信号という）が本体制御部３０と、レンズ制御部３１にそれぞれ送られる
。本体制御部３０は、この半押し信号が入力されると、レリーズボタン２５の全押しを待
った状態となる。一方、レンズ制御部３１に半押し信号が入力されると、ＡＥ／ＡＦ検出
部３８からのＡＦ検出値が最大になるように撮影レンズ１３を駆動してフォーカシングを
行い、またＡＥ検出値に基づいて絞り値とイメージセンサ１４の電子シャッタ速度を決定
する。
【００６６】
　レリーズボタン２５をさらに押し込んで全押しとすると、そのレリーズ信号（以下、全
押し信号という）が本体制御部３０及びレンズ制御部３１にそれぞれ入力される。そして
、この全押し信号に応答して、レンズ制御部３１によってレンズユニット１２の各部が静
止画を撮影するために制御される。これにより、撮影レンズ１３の絞りが半押し時に決定
した絞り値となるようにした後に、イメージセンサ１４が駆動されて１画面分の露光（電
荷蓄積）を行う。露光完了後、イメージセンサ１４からの１画面分の画像信号がアナログ
信号処理部３５に入力され、ノイズ除去、増幅等が行われた後にＡ／Ｄ変換器３６によっ
てＲＡＷデータに変換される。
【００６７】
　例えば記録モードとして、ＪＰＥＧモードが設定されている場合には、Ａ／Ｄ変換器３
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６からのＲＡＷデータは、デジタル信号処理部３７で各種の画像処理が施された後に、Ｙ
Ｃ変換処理によりＹＣデータに変換される。このようにして得られる１画面分のＹＣデー
タは、高速シリアルドライバ４４，５４によって本体ユニット１１に順次に転送されメモ
リ部５６に書き込まれる。
【００６８】
　このようにして１画面分のＹＣデータがメモリ部５６に書き込まれると、それが非可逆
圧縮回路６０ａによって読み出されて、非可逆なＪＰＥＧ形式で圧縮されてメモリ部５６
に書き込まれる。
【００６９】
　また、露光完了後には、情報生成部３９によって、撮影された画像の画素数，ホワイト
バランスの際のパラメータ等の撮影情報が生成され、これが高速シリアルドライバ４４，
５４を介して本体ユニット１１に送られ、メモリ部５６に書き込まれる。なお、この撮影
情報の転送は、前述のように制御用シリアルドライバ４３，５３を用いて転送してもよい
。また、ＹＣデータと撮影情報との転送順番はどちらが先であってもよい。
【００７０】
　上記のように、非可逆圧縮されたＹＣデータと、撮影情報とがメモリ部５６に書き込ま
れた状態になると、データ処理部６１によって、メモリ部５６上で撮影情報と非可逆圧縮
されたＹＣデータとを結合した画像ファイルが作成される。そして、この画像ファイルが
本体制御部３０によってメモリ部５６からメディアコントローラ５９に転送され、メモリ
カード６３に画像ファイルが記録される。
【００７１】
　一方、記録モードとしてＲＡＷモードが設定されている場合には、Ａ／Ｄ変換器３６か
らのＲＡＷデータは、デジタル信号処理部３７を画像処理，ＹＣ変換処理が施されること
なく、可逆圧縮部３９に送られ、可逆圧縮される。そして、この可逆圧縮されたＲＡＷデ
ータが高速シリアルドライバ４４，５４によって本体ユニット１１に順次に転送されてメ
モリ部５６に書き込まれる。情報生成部３９によって生成された撮影情報が高速シリアル
ドライバ４４，５４を介して本体ユニット１１に送られ、メモリ部５６に書き込まれる。
なお、この場合にも、撮影情報の転送は制御用シリアルドライバ４３，５３を用いて転送
してもよく、可逆圧縮されたＲＡＷデータと撮影情報とがどちらが先に転送されてもよい
。
【００７２】
　このようにＲＡＷデータの転送を行うが、圧縮前のＲＡＷデータは、ＹＣデータなどに
比べてかなり大きなデータ量となるが、可逆圧縮によってデ－タ量が小さくされたＲＡＷ
データを転送するので、短時間で転送できるとともに、転送にともなう高速シリアルドラ
イバ４４の発熱が問題にならない。また、可逆圧縮なので、色情報などの画像の情報が失
われることはない。
【００７３】
　上記のように、可逆圧縮されたＲＡＷデータと撮影情報とがメモリ部５６に書き込まれ
た状態になると、データ処理部６１によって、それら撮影情報と可逆圧縮されたＲＡＷデ
ータとが結合されて画像ファイルが作成される。そして、この画像ファイルが本体制御部
３０によってメモリ部５６からメディアコントローラ５９に転送され、メモリカード６３
に画像ファイルが記録される。
【００７４】
　図６ないし図８は、ＲＡＷデータと同様に、ＹＣデータに可逆圧縮を施してから、本体
ユニットに転送する例を示すものである。なお、以下に詳細を説明するように、ＹＣデー
タに対して、レンズユニット側で可逆圧縮を行い、本体ユニット側で可逆圧縮されたＹＣ
データに伸張処理を行ってから非可逆圧縮する点で異なる他は、上記実施形態と同じであ
り、実質的に同じ部材には同一の符号を付してその説明を省略する。また、図６はこの例
を機能ブロックで示すものであり、図７本体ユニット１１側のシーケンスの概略を示して
おり、図８はレンズユニット１２側のシーケンスの概略を示している。
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【００７５】
　データ経路制御手段９１は、第２記録モードとしてのＪＰＥＧモード時に、入力される
ＲＡＷデータを画像処理手段７４，ＹＣ変換手段７５，可逆圧縮手段７２を介してデータ
送信手段７２に送るようにデータの経路を切り換える。すなわち、ＪＰＥＧモード時には
、デジタル信号処理部３７からのＹＣデータが可逆圧縮部３９で可逆圧縮されてから各高
速シリアルドライバ４４，５４本体ユニット１１に送られる。本体ユニット１１では、可
逆圧縮されたＹＣデータを可逆圧縮伸張回路６０ｂが対応する可逆伸張手段９２で伸張し
た後に、その伸張したＹＣデータを非可逆圧縮手段７３によって非可逆なＪＰＥＧ形式で
データ圧縮する。
【００７６】
　これによれば、レンズユニット１２から本体ユニット１１にＹＣデータを転送する際に
、転送されるデータ量が少なくなるから、より短時間で転送できるとともに、転送にとも
なう高速シリアルドライバ４４の発熱をより少なくすることができる。
【図面の簡単な説明】
【００７７】
【図１】デジタルカメラの構成を示す斜視図である。
【図２】各ユニットの構成を示すブロック図である。
【図３】デジタルカメラの要部機能を示す機能ブロックである。
【図４】本体ユニット側シーケンスの概略を示すフローチャートである。
【図５】レンズユニット側シーケンスの概略を示すフローチャートである。
【図６】ＹＣデータを圧縮してから転送するデジタルカメラの要部機能を示す機能ブロッ
クである。
【図７】図６の例における本体ユニット側シーケンスの概略を示すフローチャートである
。
【図８】図６の例におけるレンズユニット側シーケンスの概略を示すフローチャートであ
る。
【符号の説明】
【００７８】
　１０　デジタルカメラ
　１１　本体ユニット
　１２　レンズユニット
　１３　撮影レンズ
　１４　イメージセンサ
　２６　モード切替ダイヤル
　３６　Ａ／Ｄ変換器
　３７　デジタル信号処理部
　３９　可逆圧縮部
　４３，４４，５３，５４　シリアルドライバ
　５９　メディアコントローラ
　６０ｂ　可逆圧縮伸張回路
　６１　データ処理部
　６３　メモリカード
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