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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　カメラ本体に取り付けられる交換レンズに対して着脱可能であり、電力モードを第１の
アクセサリ電力モードと、該第１のアクセサリ電力モードよりも消費電力の少ない第２の
アクセサリ電力モードとに設定可能なアクセサリ装置であって、
　前記交換レンズと通信可能なアクセサリ通信部と、前記アクセサリ装置の電力モードを
制御するアクセサリ制御部を有し、
　前記アクセサリ制御部は、前記交換レンズから、前記カメラ本体の電力モードの第１の
カメラ電力モードから該第１のカメラ電力モードよりも消費電力の少ない第２のカメラ電
力モードへの移行を示す情報と、前記交換レンズの電力モードの第１のレンズ電力モード
から該第１のレンズ電力モードよりも消費電力の少ない第２のレンズ電力モードへの移行
を示す情報を受信することに応じて、前記アクセサリ装置の電力モードを前記第１のアク
セサリ電力モードから前記第２のアクセサリ電力モードとすることを特徴とするアクセサ
リ装置。
【請求項２】
　前記交換レンズは変倍レンズを有し、
　前記第１のアクセサリ電力モードは、前記アクセサリ通信部が、前記交換レンズとの間
で、少なくとも前記変倍レンズの位置情報を通信可能な状態であり、
　前記第２のアクセサリ電力モードは、前記アクセサリ通信部が前記交換レンズとの間で
、少なくとも前記変倍レンズの位置情報を通信不可能な状態であることを特徴とする請求
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項１に記載のアクセサリ装置。
【請求項３】
　前記交換レンズは変倍レンズを有し、
　前記第１のレンズ電力モードは、前記カメラ本体及び前記アクセサリ装置と通信可能な
レンズ通信部が、前記カメラ本体及び前記アクセサリ装置との間で、少なくとも前記変倍
レンズの位置情報を通信可能な状態であり、
　前記第２のレンズ電力モードは、前記レンズ通信部が、前記カメラ本体及び前記アクセ
サリ装置との間で、少なくとも前記変倍レンズの位置情報を通信不可能な状態であること
を特徴とする請求項１または２に記載のアクセサリ装置。
【請求項４】
　前記交換レンズは変倍レンズを有し、
　前記第１のカメラ電力モードは、前記カメラ本体が前記交換レンズとの間で、少なくと
も前記変倍レンズの位置情報を通信可能な状態であり、
　前記第２のカメラ電力モードは、前記カメラ本体が前記交換レンズとの間で、少なくと
も前記変倍レンズの位置情報を通信不可能な状態であることを特徴とする請求項１乃至３
のいずれか１項に記載のアクセサリ装置。
【請求項５】
　前記アクセサリ装置は、前記アクセサリ装置の動作に用いられる電力を供給する電力供
給部を含むことを特徴とする請求項１乃至４のいずれか１項に記載のアクセサリ装置。
【請求項６】
　前記アクセサリ装置は、前記カメラ本体との間で通信を行うために前記レンズ装置に設
けられた第１のレンズ通信端子の電圧レベルを、前記アクセサリ装置との間で通信を行う
ために前記交換レンズに設けられた第２のレンズ通信端子の電圧レベルを変化させること
によって変化させることで、前記交換レンズを前記第２のレンズ電力モードから前記第１
のレンズ電力モードに移行させる復帰命令を前記カメラ本体から前記交換レンズに送信さ
せることを特徴とする請求項１乃至５のいずれか１項に記載のアクセサリ装置。
【請求項７】
　請求項１乃至６のいずれか１項に記載のアクセサリ装置が取り付けられ、カメラ本体に
対して着脱可能な交換レンズであって、
　前記カメラ本体と通信可能な第１のレンズ通信部と、前記アクセサリ装置と通信可能な
第２のレンズ通信部を有し、
　前記第１のレンズ通信部は、前記カメラ本体の電力モードが前記第２のカメラ電力モー
ドに移行することを示す情報を受信し、
　前記第２のレンズ通信部は、前記カメラ本体の電力モードが前記第２のカメラ電力モー
ドに移行することを示す情報と、前記交換レンズの電力モードが前記第２のレンズ電力モ
ードに移行することを示す情報を前記アクセサリ装置に送信することを特徴とする交換レ
ンズ。
【請求項８】
　請求項１乃至６のいずれか１項に記載のアクセサリ装置と、該アクセサリ装置が取り付
けられる交換レンズと、該交換レンズが着脱可能に取り付けられるカメラ本体を含むカメ
ラシステムであって、
　前記交換レンズは、前記カメラ本体と通信可能な第１のレンズ通信部と、前記アクセサ
リ装置と通信可能な第２のレンズ通信部を有し、
　前記カメラ本体は、前記交換レンズと通信可能なカメラ通信部を有し、
　前記第１のレンズ通信部は、前記カメラ本体の電力モードの前記第１の電力モードから
前記第２のカメラ電力モードへの移行を示す情報を前記カメラ通信部から受信し、
　前記第２のレンズ通信部は、前記カメラ本体の電力モードの前記第１の電力モードから
前記第２のカメラ電力モードへの移行を示す情報と、前記交換レンズの電力モードの前記
第１の電力モードから前記第２のレンズ電力モードへの移行を示す情報を前記アクセサリ
装置に送信することを特徴とするカメラシステム。
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【請求項９】
　カメラ本体に取り付けられる交換レンズに対して着脱可能であり、電力モードを第１の
アクセサリ電力モードと、該第１のアクセサリ電力モードよりも消費電力の少ない第２の
アクセサリ電力モードとに設定可能なアクセサリ装置のコンピュータに電力制御処理を実
行させるプログラムであって、
　前記カメラ本体の電力モードが、第１のカメラ電力モードから、該第１のカメラ電力モ
ードよりも消費電力の少ない第２のカメラ電力モードに移行することを示す第１の情報を
前記交換レンズから受信するステップと、
　前記交換レンズの電力モードが、第１のレンズ電力モードから、該第１のレンズ電力モ
ードよりも消費電力の少ない第２のレンズ電力モードに移行することを示す第２の情報を
前記交換レンズから受信するステップと、
　前記第１の情報と前記第２の情報を受信することに応じて前記アクセサリ装置の電力モ
ードを前記第１のアクセサリ電力モードから前記第２のアクセサリ電力モードとするステ
ップを含むことを特徴とするプログラム。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、撮像装置に取り付けられる交換レンズに対して装着可能なアクセサリ装置に
関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　カメラ本体に対して取り外し可能な交換レンズとカメラ本体を有するカメラシステムに
おいて、交換レンズに含まれる変倍レンズ等を駆動させるアクセサリ装置としてのドライ
ブユニットが知られている。このようなアクセサリ装置は、交換レンズに対して取り外し
可能に装着される。特許文献１は、交換レンズとドライブユニットとの間の通信により、
ドライブユニットによって駆動される被駆動部材の位置情報等の送受信を行うカメラシス
テムを開示している。
【０００３】
　また、アクティブモードとアクティブモードよりも消費電力の少ない省電力モードの間
でモード変更可能なカメラシステムが知られている。特許文献２は、カメラ本体に装着さ
れるアクセサリ装置とカメラ本体を含むカメラシステムを開示しており、アクセサリ装置
は、カメラ本体から受信した省電力モードへの切り替え指示に従って電力モードの設定を
行う。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１５－９４８６３号公報
【特許文献２】特開２０１４－２３５４４９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　一般に、ドライブユニット等のアクセサリ装置の電力モードは、アクセサリ装置が取り
付けられるカメラ本体や交換レンズの電力モードに応じて設定される。特許文献２では、
カメラ本体が省電力モードに移行されることに応じて、カメラ本体からアクセサリ装置に
対して省電力モードへの移行指示が送信される。
【０００６】
　ここで、カメラ本体に対して取り付けられる交換レンズと、交換レンズに対して取り付
けられるアクセサリ装置の間においても、交換レンズが省電力モードに移行することに追
従してアクセサリ装置も省電力モードに移行するように構成することが考えられる。交換
レンズはカメラ本体からの省電力指示に基づいて省電力モードに移行することが一般的で
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あり、カメラ本体の設定によっては、カメラ本体から交換レンズへの省電力指示が頻繁に
送信されることがある。このとき、上述したように交換レンズが省電力モードに移行した
ことに追従してアクセサリ装置を省電力モードに移行させると、アクセサリ装置が頻繁に
省電力モードに移行することになる。
【０００７】
　アクセサリ装置が省電力モードのときには、ユーザがアクセサリ装置の操作を行ったと
しても、アクセサリ装置をすぐに動作させることが難しい。それゆえアクセサリ装置が頻
繁に省電力モードとなると、撮像システムとしての利便性が損なわれる。一方で、アクセ
サリ装置を常にアクティブモードにして省電力モードに移行させないようにすると、アク
セサリ装置での消費電力が多くなり過ぎてしまう。
【０００８】
　本発明は、交換レンズに対して装着可能なアクセサリ装置において、ユーザの利便性の
向上と省電力化の両立を実現することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明のアクセサリ装置は、カメラ本体に取り付けられる交換レンズに対して着脱可能
であり、電力モードを第１のアクセサリ電力モードと、該第１のアクセサリ電力モードよ
りも消費電力の少ない第２のアクセサリ電力モードとに設定可能なアクセサリ装置であっ
て、前記交換レンズと通信可能なアクセサリ通信部と、前記アクセサリ装置の電力モード
を制御するアクセサリ制御部を有し、前記アクセサリ制御部は、前記交換レンズから、前
記カメラ本体の電力モードの第１のカメラ電力モードから該第１のカメラ電力モードより
も消費電力の少ない第２のカメラ電力モードへの移行を示す情報と、前記交換レンズの電
力モードの第１のレンズ電力モードから該第１のレンズ電力モードよりも消費電力の少な
い第２のレンズ電力モードへの移行を示す情報を受信することに応じて、前記アクセサリ
装置の電力モードを前記第１のアクセサリ電力モードから前記第２のアクセサリ電力モー
ドとすることを特徴とする。
【００１０】
　また、本発明のプログラムは、カメラ本体に取り付けられる交換レンズに対して着脱取
り外し可能であり、電力モードを第１のアクセサリ電力モードと、該第１のアクセサリ電
力モードよりも消費電力の少ない第２のアクセサリ電力モードとに設定可能なアクセサリ
装置のコンピュータに電力制御処理を実行させるプログラムであって、前記カメラ本体の
電力モードが、第１のカメラ電力モードから、該第１のカメラ電力モードよりも消費電力
の少ない第２のカメラ電力モードに移行することを示す第１の情報を前記交換レンズから
受信するステップと、前記交換レンズの電力モードが、第１のレンズ電力モードから、該
第１のレンズ電力モードよりも消費電力の少ない第２のレンズ電力モードに移行すること
を示す第２の情報を前記交換レンズから受信するステップと、前記第１の情報と前記第２
の情報を受信することに応じて前記アクセサリ装置の電力モードを前記第１のアクセサリ
電力モードから前記第２のアクセサリ電力モードとするステップを含むことを特徴とする
。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明によれば、ユーザの利便性の向上と省電力化の両立を実現したアクセサリ装置を
得ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本発明のカメラ本体、交換レンズ及びアクセサリ装置を含むカメラシステムの構
成を示すブロック図である。
【図２】交換レンズとアクセサリ装置との接続端子を示す概略図である。
【図３】交換レンズとアクセサリ装置との間の通信波形を示す概略図である。
【図４】交換レンズとカメラ本体との接続端子を示す概略図である。
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【図５】交換レンズとカメラ本体との間の通信波形を示す概略図である。
【図６】交換レンズにおける電力制御処理を実行するフローを説明するフローチャートで
ある。
【図７】アクセサリ装置における電力制御処理を実行するフローを説明するフローチャー
トである。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　以下、本発明のアクセサリ装置及びアクセサリ装置における電力制御方法について、添
付の図面に基づいて詳細に説明する。図１は、カメラ本体３と、カメラ本体３に取り付け
られる交換レンズ２と、交換レンズ２に対して取り付け可能なアクセサリ装置としてのド
ライブユニット４を含むカメラシステムの構成を示す図である。カメラ本体３は交換レン
ズ２と通信可能であり、アクセサリ装置は交換レンズ２と通信可能である。
【００１４】
　なお、本実施形態においては、アクセサリ装置としてドライブユニット４を用いた例を
示すが、本発明はこれに限定されず、ドライブユニット以外のアクセサリに適用可能であ
る。本発明は、特に、アクセサリの内部にアクセサリの動作に用いられる電源を有するも
のに適用される。
【００１５】
　カメラ本体３は、カメラＣＰＵ３００、制御系電源３０１、駆動系電源３０２、カメラ
通信部３０３、レンズ装着検出部３０４、測距ユニット３０５を含む。カメラＣＰＵ３０
０は、カメラ本体全体の制御を司り、内部にメモリや制御回路を有する。制御系電源３０
１は、測距ユニット３０５や測光ユニット３０６等の電力消費量が比較的少なく安定した
出力電圧が求められる制御系回路に対して電力を供給する。また、駆動系電源３０２は、
交換レンズ２や不図示のシャッタ制御部等の電力消費量が比較的多い駆動系回路に対して
電力を供給する。
【００１６】
　カメラ通信部３０３は、後述する第１のレンズ通信部２０５との通信を行うための通信
端子（カメラ通信端子）を有し、第１のレンズ通信部２０５との間で測距情報や測光情報
、ＩＤ情報等の情報の送受信を行う。レンズ装着検出部３０４は、交換レンズ２がカメラ
本体３に装着されたことを検出する。測距ユニット３０５は、交換レンズ２に含まれる撮
影光学系からの光束を用いてデフォーカス量を算出する。測光ユニット３０６は、被写体
の輝度を測定する。
【００１７】
　交換レンズ２は、レンズＣＰＵ２００、フォーカスユニット２０１、フォーカス駆動回
路２０２、絞りユニット２０３、絞り駆動回路２０４、第１のレンズ通信部２０５、ズー
ム位置検出部２０６、第２のレンズ通信部２０７を含む。さらに、交換レンズ２は、ドラ
イブユニット装着検出部２０８、ズームユニット２０９、フォーカス操作部２１０、絞り
操作部２１１、およびズーム操作部２１２を有する。
【００１８】
　レンズＣＰＵ２００は、交換レンズ全体の制御を司り、内部にメモリや制御回路を有す
る。フォーカス駆動回路２０２は、レンズＣＰＵ２００からの命令に従いフォーカスレン
ズを駆動させることで、焦点調節を実行する。フォーカス操作部２１０は、ユーザが手動
で操作できるように構成されており、ユーザは、フォーカス操作部２１０を操作すること
により、フォーカスユニット２０１に含まれるフォーカスレンズを駆動させて手動で焦点
調節を行うことができる。
【００１９】
　絞り駆動回路２０４は、レンズＣＰＵ２００からの命令に従い絞りユニット２０３を駆
動することで、Ｆ値を変化させる。絞り操作部２１１は、ユーザが手動で操作できるよう
に構成されており、ユーザは、絞り操作部２１１を操作することにより、絞りユニット２
０３を駆動させて手動で光量調節を行うことができる。
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【００２０】
　第１のレンズ通信部２０５は、カメラ通信部３０３との通信を行うための通信端子（第
１のレンズ通信端子）を有し、カメラ通信部３０３との間で測距情報や測光情報、ＩＤ情
報等の情報の送受信を行う。ズーム位置検出部２０６は、焦点距離を変化させるための変
倍レンズの位置を検出する。第２のレンズ通信部２０７は、ドライブユニットＣＰＵ４０
０との通信を行うための通信端子（第２のレンズ通信端子）を有し、ドライブユニットＣ
ＰＵ４００との間で各種情報の送受信を行う。ドライブユニット装着検出部２０８は、ド
ライブユニット４が交換レンズ２に装着されたことを検出する。ズーム操作部２１２は、
ユーザが手動で操作できるように構成されている。ユーザは、ズーム操作部２１２を操作
することにより、ズームユニット２０９に含まれる変倍レンズを駆動させて手動でズーム
操作を行うことができる。また、交換レンズ２に対してドライブユニット４が装着された
状態においては、ドライブユニット４に含まれるズーム駆動ユニット４０５によりズーム
操作部２１２が操作される。なお、交換レンズ２はカメラ本体３から電力の供給を受けて
、フォーカスユニット２０１や絞りユニット２０３等の駆動制御を行う。
【００２１】
　ドライブユニット４は、ドライブユニットＣＰＵ４００、ドライブユニット通信部４０
１、交換レンズ装着検出部４０２、ズーム操作スイッチ４０３、ズーム駆動回路４０４、
ズーム駆動ユニット４０５、電源４０６を含む。
【００２２】
　アクセサリ制御部としてのドライブユニットＣＰＵ４００は、ドライブユニット４全体
の制御を司り、内部にメモリや制御回路を有する。アクセサリ通信部としてのドライブユ
ニット通信部４０１は、第２のレンズ通信部２０７との通信を行うための通信端子（第２
の通信端子）を有し、各種情報の送受信を行う。交換レンズ装着検出部４０２は、交換レ
ンズ２が装着されたことを検出する。ズーム操作スイッチ４０３は、ユーザが操作できる
ように構成されており、ズーム操作スイッチ４０３が操作されたことを示す情報は、ドラ
イブユニットＣＰＵ４００に送信される。ズーム操作スイッチ４０３が操作されると、ド
ライブユニットＣＰＵ４００は、ズーム駆動回路４０４に電源４０６からの電力を加え、
ズーム駆動ユニット４０５を駆動させる。
【００２３】
　ズーム駆動ユニット４０５は、交換レンズ２に含まれるズーム操作部２１２と不図示の
ギアを介してかみ合うように構成されており、ズーム駆動ユニット４０５が駆動すること
により、ズーム操作部２１２が回転し、変倍レンズが駆動される。なお、電力供給部とし
ての電源４０６は、ドライブユニット４に含まれるアクチュエータや制御系回路に対して
電力を供給する。
【００２４】
　図２は、交換レンズ２とドライブユニット４に含まれる接続端子を示した図である。交
換レンズ２に含まれる第２のレンズ通信部２０７とドライブユニット通信部４０１は、図
２に示した接続端子を介して通信を行う。本実施例では、７組の接続端子から構成されて
いるが、接続端子の数はこれに限られない。
【００２５】
　ＣＮＴ＿ＬＥＮＳは、ドライブユニットの接続を検出するための端子であり、例えば、
交換レンズ２がドライブユニット４の装着を検出したときに、電圧レベルをＬｏに設定す
る。ＣＮＴ＿ＤＵは、交換レンズの接続を検出するための端子であり、例えば、ドライブ
ユニット４が交換レンズ２の装着を検出したときに、電圧レベルをＬｏに設定する。
【００２６】
　本実施例では、第２のレンズ通信部２０７とドライブユニット通信部４０１との間の通
信は、クロック同期式の双方向シリアル通信により行われる。ＬＴＤは、交換レンズ２か
らドライブユニット４へデータを送信するための接続端子であり、ＤＴＬは、ドライブユ
ニット４から交換レンズ２へデータを送信するための接続端子である。ＣＬＫは、ドライ
ブユニット４と交換レンズ２との通信タイミングを制御するためのクロック信号を送受信
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するための接続端子である。クロック信号は、交換レンズ２からドライブユニット４に対
して送信される。ＢＵＳＹは、交換レンズ２からドライブユニット４へのデータ通信を制
限するための接続端子である。ドライブユニット４は、交換レンズ２からデータを受信し
た後、ＢＵＳＹ端子の電圧レベルをＬｏに設定する。これにより、交換レンズ２からのデ
ータを受信できないことをドライブユニット４から交換レンズ２に通知する。交換レンズ
２は、ＢＵＳＹ端子の電圧レベルに基づいて、ドライブユニット４との通信を実行可能で
あるか否かを認識することができる。なお、ＧＮＤは接地のための端子である。
【００２７】
　図３は、交換レンズ２とドライブユニット４との間の通信波形を示す図である。図２に
おいて説明したように、交換レンズ２とドライブユニット４との間の通信は、ＣＬＫ、Ｌ
ＴＤ、ＤＴＬ、ＢＵＳＹの各接続端子を用いて実行される。図３は、８ビットのデータ長
のデータが送受信されるときの通信波形を示している。クロック信号の立ち下がりタイミ
ングに同期して第２のレンズ通信部２０７及びドライブユニット通信部４０１から１ビッ
トのデータが出力される。そして、クロック信号の立ち上がりタイミングに同期して第２
のレンズ通信部２０７及びドライブユニット通信部４０１がデータの取り込みを行う。
【００２８】
　８ビットのデータの送受信が完了すると、ドライブユニット４は、ＢＵＳＹ端子の電圧
レベルをＬｏとすることで、交換レンズ２からドライブユニット４へのデータ送信を禁止
する。ドライブユニット４は、データの受信処理が完了して交換レンズ２との通信が可能
となった後に、ＢＵＳＹ端子の電圧レベルをＨｉとすることで、交換レンズ２からドライ
ブユニット４へのデータ送信を許可する。交換レンズ２は、ＢＵＳＹ端子の電圧レベルが
Ｈｉとなった後に、必要に応じて次の通信を開始する。
【００２９】
　なお、図３ではクロック同期式の双方向シリアル通信を用いたデータ通信について説明
したが、交換レンズ２とドライブユニット４の間の通信は、調歩同期通信等の他の通信方
式により実行してもよい。
【００３０】
　図４は、交換レンズ２とカメラ本体３に含まれる接続端子を示した図である。交換レン
ズ２に含まれる第１のレンズ通信部２０５とカメラ通信部３０３は、図４に示した接続端
子を介して通信を行う。本実施例では、７組の接続端子から構成されているが、接続端子
の数はこれに限られない。
【００３１】
　ＶＢＡＴは、カメラ本体３から交換レンズ２に対して駆動系の電源を供給するための端
子であり、交換レンズ２は、ＶＢＡＴを介して供給された電源により各種アクチュエータ
の駆動制御を行う。ＶＤＤは、カメラ本体３から交換レンズ２に対して制御系の電源を供
給するための端子であり、交換レンズ２は、ＶＤＤを介して供給された電源によりレンズ
ＣＰＵ２００等の制御を行う。
【００３２】
　本実施例では、第１のレンズ通信部２０５とカメラ通信部３０３との間の通信は、クロ
ック同期式の双方向シリアル通信により行われる。ＬＴＣは、交換レンズ２からカメラ本
体３へデータを送信するための接続端子であり、ＣＴＬは、カメラ本体３から交換レンズ
２へデータを送信するための接続端子である。ＬＣＬＫは、カメラ本体３と交換レンズ２
との通信タイミングを制御するためのクロック信号を送受信するための接続端子である。
クロック信号は、カメラ本体３から交換レンズ２に対して送信される。なお、ＰＧＮＤ、
ＤＧＮＤはそれぞれ、駆動系電源用の接地端子、制御系電源用の接地端子である。
【００３３】
　図５は、交換レンズ２とカメラ本体３との間の通信波形を示す図である。図４において
説明したように、交換レンズ２とカメラ本体３との間の通信は、ＬＣＬＫ、ＣＴＬ、ＬＴ
Ｃの各接続端子を用いて実行される。図５は、８ビットのデータ長のデータが送受信され
るときの通信波形を示している。具体的な通信方法は、図３で説明したものと同一である
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ため説明を省略する。図５ではクロック同期式の双方向シリアル通信を用いたデータ通信
について説明したが、交換レンズ２とカメラ本体３の間の通信は、調歩同期通信等の他の
通信方式により実行してもよい。
【００３４】
　次に、図６を用いて交換レンズ２における電力状態処理のフローについて説明する。ま
ず、カメラ本体３、交換レンズ２、ドライブユニット４がとり得る電力状態について説明
する。
【００３５】
　カメラ本体３は、設定可能な電力モードとして、アクティブモード（第１のカメラ電力
モード）とアクティブモードよりも消費電力を低くした省電力モード（第２のカメラ電力
モード）を含む。電力モードの変更はカメラＣＰＵ３００によって行われる。アクティブ
モードでは、カメラＣＰＵ３００の種々の機能がオン状態となり、図４、５で説明したよ
うに、カメラ本体３と交換レンズ２の間で必要な情報が適宜送受信される。また、アクテ
ィブモードでは、交換レンズ２との間で、少なくとも変倍レンズの位置情報に関する通信
を実行可能である。
【００３６】
　一方、省電力モードでは、カメラＣＰＵ３００の機能の少なくとも一部がオフ状態とな
り、アクティブモードと比較して消費電力が低減されている。例えば、省電力モードとし
て、交換レンズ２との間で、少なくとも変倍レンズの位置情報に関する通信を実行できな
いようにしたモードをとり得る。
【００３７】
　カメラ本体３と同様に、交換レンズ２において設定可能な電力モードとして、アクティ
ブモード（第１のレンズ電力モード）と、アクティブモードよりも消費電力を低くした省
電力モード（第２のレンズ電力モード）が存在する。電力モードの変更はレンズＣＰＵ２
００によって行われる。アクティブモードでは、レンズＣＰＵ２００の種々の機能がオン
状態となり、図２乃至５で説明したように、カメラ本体３と交換レンズ２の間、及びドラ
イブユニット４と交換レンズ２の間で必要な情報が適宜送受信される。また、アクティブ
モードでは、カメラ本体３と交換レンズ２の間、及びドライブユニット４と交換レンズ２
の間で、少なくとも変倍レンズの位置情報に関する通信を実行可能である。
【００３８】
　一方、省電力モードでは、レンズＣＰＵ２００の機能の少なくとも一部がオフ状態とな
り、アクティブモードと比較して消費電力が低減されている。例えば、省電力モードとし
て、カメラ本体３及びドライブユニット４との間で、少なくとも変倍レンズの位置情報に
関する通信を実行できないようにしたモードをとり得る。
【００３９】
　ここで、交換レンズ２におけるアクティブモードと省電力モード間のモード移行は、基
本的にカメラ本体３からの命令に基づいて行われる。カメラ本体３が省電力モードに移行
する前に、カメラ本体３から交換レンズ２に対して省電力モードへの移行指示を行うこと
で、交換レンズ２は省電力モードに移行される。
【００４０】
　交換レンズ２を省電力モードからアクティブモードに移行させるときには、カメラ本体
３から交換レンズ２に対してクロック信号の送信を開始する等の処理を行う。カメラ本体
３から交換レンズ２に対して特定の動作を行うことで、交換レンズ２をアクティブモード
に移行させるように予め設定しておくことで、カメラ本体３が交換レンズ２の電力状態を
適切に制御することができる。
【００４１】
　ドライブユニット４は、設定可能な電力モードとして、アクティブモード（第１のアク
セサリ電力モード）とアクティブモードよりも消費電力を低くした省電力モード（第２の
アクセサリ電力モード）を含む。電力モードの変更はドライブユニットＣＰＵ４００によ
って行われる。アクティブモードでは、ドライブユニットＣＰＵ４００の種々の機能がオ
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ン状態となり、図２、３で説明したように、ドライブユニット４と交換レンズ２の間で必
要な情報が適宜送受信される。また、アクティブモードでは、交換レンズ２との間で、少
なくとも変倍レンズの位置情報に関する通信を実行可能である。
【００４２】
　一方、省電力モードでは、ドライブユニットＣＰＵ４００の機能の少なくとも一部がオ
フ状態となり、アクティブモードと比較して消費電力が低減されている。例えば、省電力
モードとして、交換レンズ２との間で、少なくとも変倍レンズの位置情報に関する通信を
実行できないようにしたモードをとり得る。変倍レンズの位置情報の送受信が実行できな
いときには、交換レンズ２とドライブユニット４の間で変倍レンズの位置情報を共有する
ことができないため、ズーム駆動ユニット４０５が駆動できないように構成している。つ
まり、省電力モードでは、ユーザがズーム操作スイッチ４０３を操作してもズーム駆動ユ
ニット４０５をすぐに駆動させることができないことがある。
【００４３】
　例えば、カメラ本体３がアクティブモードで、交換レンズ２が省電力モードであるとき
に、ドライブユニット４が省電力モードに設定されると、ユーザがドライブユニット４を
操作してもズーム駆動ユニット４０５をすぐに駆動できない。一方、カメラ本体３がアク
ティブモードで、交換レンズ２が省電力モードであるときに、ドライブユニット４をアク
ティブモードに維持すれば、ドライブユニット４への操作に対応した動作を実行すること
ができる。具体的には、交換レンズ２をアクティブモードに復帰させる通知を、ドライブ
ユニット４が交換レンズ２を介してカメラ本体３に発することができる。これにより、ド
ライブユニット４への操作が行われることに応じて、交換レンズ２をアクティブモードに
移行させることができ、ドライブユニット４によるズーム動作を実行可能な状態とするこ
とができる。このように、省電力モードでは、ドライブユニット４の少なくとも一部の機
能がオフとなるため、ドライブユニット４への操作に対する即応性が損なわれるおそれが
ある。
【００４４】
　図６における交換レンズ２の電力制御処理は、コンピュータとしてのレンズＣＰＵ２０
０がコンピュータプログラムに従って実行するものである。ステップＳ６０１では、カメ
ラ本体３からカメラ本体３の電力状態を示す情報が送信されたか否かの判定を行う。この
情報は、カメラ本体３の電力モードがアクティブモードであるのか、省電力モードに移行
するのかを示す情報を含む。カメラ本体３の電力状態を示す情報が送信された場合はステ
ップＳ６０２に進む。ステップＳ６０２では、交換レンズ２からドライブユニット４に対
してカメラ本体３の電力状態を示す情報が送信される。
【００４５】
　ステップＳ６０１においてカメラ本体３の電力状態を示す情報が送信されていないと判
定された場合、及び、ステップＳ６０２で交換レンズ２からドライブユニット４に対して
カメラ本体３の電力状態を示す情報が送信された場合にステップＳ６０３に進む。ステッ
プＳ６０３では、交換レンズ２の電力状態を省電力モードに移行させる命令がカメラ本体
３から送信されたか否かを判定する。このような命令が送信された場合は、ステップＳ６
０４に進み、交換レンズ２が省電力モードに移行することを示す情報をドライブユニット
４に送信し、ステップＳ６０５に進む。一方、上記命令が送信されていない場合は、ステ
ップＳ６０１に戻る。ステップＳ６０５では、交換レンズ２の電力モードを省電力モード
に移行する。
【００４６】
　図６で示した制御フローは、カメラ本体３と交換レンズ２がともにアクティブモードで
ある状態を初期状態としている。カメラ本体３が省電力モードに移行するときには、カメ
ラ本体３から交換レンズ２に対して、カメラ本体３が省電力モードに移行することを示す
情報が送信される。さらに、カメラ本体３は、交換レンズ２の電力状態を省電力モードに
移行させる命令を交換レンズ２に送信することで、交換レンズ２を省電力モードに移行さ
せる。図６のフローでは、ステップＳ６０１で示した情報が送信された後に、ステップＳ
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６０３で示した命令が送信されているが、これらが同時にカメラ本体３から交換レンズ２
に送信されるような構成としてもよい。
【００４７】
　また、初期状態として、カメラ本体３がアクティブモードで、交換レンズ２が省電力モ
ードであり、カメラ本体３が省電力モードに移行する際には、カメラ本体３は交換レンズ
２をいったんアクティブモードに移行させる。具体的には、ステップＳ６０１の前に、交
換レンズ２の電力状態をアクティブモードに移行させる命令がカメラ本体３から交換レン
ズ２に対して送信される。なお、前述したように、交換レンズ２はカメラ本体３から電力
の供給を受けているため、カメラ本体３のみが省電力モードに移行して、交換レンズ２の
みがアクティブモードを維持することはない。
【００４８】
　なお、カメラ本体３はアクティブモードを維持し、交換レンズ２を省電力モードに移行
させる際には、カメラ本体３がアクティブモードであることを示す情報と、交換レンズ２
を省電力モードに移行させることを示す命令が交換レンズ２に送信される。ここで、カメ
ラ本体３がアクティブモードであることを示す情報を送信することなく、交換レンズ２を
省電力モードに移行させることを示す命令のみを交換レンズ２に送信してもよい。
【００４９】
　次にステップＳ６０６において、カメラ本体３からアクティブモードへの復帰命令が通
知されたか否かの判定を行う。復帰命令が通知された場合にはステップＳ６０７に進み、
交換レンズ２の電力モードはアクティブモードに移行する。復帰命令が通知されない場合
には、ステップＳ６０６の判定を繰り返し行う。復帰命令は、カメラ本体３から交換レン
ズ２に対して直接送信可能である。また、交換レンズ２をアクティブモードに復帰させる
通知を、ドライブユニット４が交換レンズ２を介してカメラ本体３に発したときにも、カ
メラ本体３から交換レンズ２に対して復帰命令が行われる。
【００５０】
　具体的には、ドライブユニット４は、交換レンズ２とドライブユニット４の間の特定の
接続端子の電圧レベルをＨｉとＬｏの間で切り替える。これに応じて、交換レンズ２は、
交換レンズ２とカメラ本体３の間の特定の接続端子の電圧レベルをＨｉとＬｏの間で切り
替える。カメラ本体３は、接続端子の電圧レベルの変化に応じて、交換レンズ２に対して
アクティブモードへの復帰命令を通知する。
【００５１】
　以上のような構成とすることで、カメラ本体３とドライブユニット４がアクティブモー
ドであり、交換レンズ２が省電力モードのときに、簡易な方法で交換レンズ２をアクティ
ブモードに復帰させることができる。
【００５２】
　次に、図７を用いてドライブユニット４における電力制御処理のフローについて説明す
る。ドライブユニット４の電力制御処理は、コンピュータとしてのドライブユニットＣＰ
Ｕ４００がコンピュータプログラムに従って実行するものである。ステップＳ７０１では
、交換レンズ２が省電力モードに移行することを示す情報が交換レンズ２から送信された
否かを判定する。送信された場合はステップＳ７０２に進み、カメラ本体３が省電力モー
ドに移行することを示す情報を交換レンズ２から受信した否かを判定する。カメラ本体３
が省電力モードに移行することを示す情報を受信した場合にはステップＳ７０３に進み、
ドライブユニット４の電力モードを省電力モードに移行する。
【００５３】
　一方、ステップＳ７０２において、カメラ本体３が省電力モードに移行することを示す
情報を受信していない場合には、ドライブユニット４の電力モードを省電力モードに移行
することなく、ステップＳ７０４に進む。このとき、カメラ本体３とドライブユニット４
はアクティブモードであり、交換レンズ２のみが省電力モードに設定されている。
【００５４】
　ステップＳ７０４では、ユーザによってズーム操作スイッチ４０７が操作されたか否か
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を判定する。ズーム操作スイッチ４０７が操作された場合はステップＳ７０５に進み、上
述したような手順で交換レンズ２をアクティブモードに復帰させる。なお、ズーム操作ス
イッチ４０７の操作に限らず、ユーザが特定の操作を行うことによりステップＳ７０５に
移行するようにしてもよい。
【００５５】
　以上説明したように、ドライブユニット４は、交換レンズ２の電力状態だけでなく、カ
メラ本体３の電力状態も考慮してドライブユニットの電力状態を決定している。カメラ本
体３が省電力モードのときには、一般的に交換レンズ２も省電力モードに移行され、それ
に応じてドライブユニット４も省電力モードに移行することで消費電力の低減を図ること
が好ましい。カメラ本体３が省電力モードのときには、ユーザが撮影を行う意思を有して
いないことが多いため、撮影システム全体として消費電力の低減を図る。
【００５６】
　一方、カメラ本体３がアクティブモードであり、交換レンズ２が省電力モードに設定さ
れているときには、ユーザが撮影を行う意思を有していることが多いため、ドライブユニ
ット４を省電力モードに移行させないことが好ましい。これにより、例えば、ドライブユ
ニット４に含まれる操作スイッチをユーザが操作したことに応じて、交換レンズ２を含め
たシステム全体をアクティブモードに移行させることができるため、ユーザの利便性が向
上する。カメラ本体３がアクティブモードのときにドライブユニット４が省電力モードに
設定されている場合は、ユーザが操作スイッチを操作しても交換レンズ２をアクティブモ
ードに移行させることができない。この場合、別途カメラ本体３を操作することにより交
換レンズ２をアクティブモードに移行させる必要が生じ、ユーザにとって煩わしい作業を
伴うことになる。
【００５７】
　以上説明した各実施例は代表的な例に過ぎず、本発明の実施に際しては、各実施例に対
して種々の変形や変更が可能である。
【符号の説明】
【００５８】
　２　交換レンズ
　２０５　第１のレンズ通信部
　２０７　第２のレンズ通信部
　３　カメラ本体
　３０３　カメラ通信部
　４　ドライブユニット
　４００　ドライブユニットＣＰＵ
　４０１　ドライブユニット通信部
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