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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
撮影光束が通る撮影光路に対して斜設および退避可能に回動するミラーと、撮像素子を有
し、前記ミラーを斜設した状態にて前記撮影光束が光学ファインダに導かれる撮像装置に
対して装着可能な交換レンズであって、
前記撮像装置は、装着される交換レンズの全てに対してレリーズ動作による画像の記録を
行ってしまう装置であり、
　前記交換レンズは、前記撮像装置と通信を行う通信手段と、前記撮像素子のサイズと該
交換レンズのイメージサイズとが対応するか否かを判別し、対応しないとき及び前記撮像
素子のサイズが判別できないときは、前記撮像装置に対して撮像を制限させる信号を送信
するレンズ制御手段を有し、
前記撮像装置に対して撮像を制限させる信号は、前記ミラーを前記撮影光路から退避させ
るとともに、前記撮像装置の表示部において撮影動作を禁止する旨の表示を行うように前
記撮像装置のカメラ制御手段に指示する信号であることを特徴とする交換レンズ。
【請求項２】
請求項１に記載の交換レンズと、
前記撮像装置と、を有することを特徴とする撮像システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　本発明は、互いに異なるイメージサイズの交換レンズを装着可能な撮像装置、この撮像
装置に装着される交換レンズ及び撮像システムに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、複数の交換レンズが着脱可能に装着されるカメラがある。また、装着した交換レ
ンズのイメージ・サークルに合わせて画面寸法を切り替えるカメラがある（例えば、特許
文献１参照）。
【特許文献１】特許第３０５５８２９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　上述した従来のカメラでは、装着した交換レンズのイメージ・サークルに合わせて画面
寸法をメカ的に切り替える手段を設けているため、カメラが大きくなったり、コストがか
かったりしてしまう。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　本願発明は、互いに異なるイメージサイズを有する複数の交換レンズを装着可能な撮像
装置であって、装着された交換レンズにより形成された像を光電変換する撮像素子と、撮
像素子の出力に基づいて、記録媒体に記録する記録画像データを生成する画像生成手段と
、装着された交換レンズのイメージサイズを判別する判別手段と、判別したイメージサイ
ズに応じて、撮像素子の画素領域のうち記録画像データを生成するための記録画素領域を
変更する制御手段とを有することを特徴とする。
 
【０００５】
　ここで、撮像素子の画素領域のうち記録画像データを生成するための記録画素領域を使
用者に選択させる選択手段を設けることができる。
 
【０００６】
　上記本願発明の撮像装置と、該撮像装置にそれぞれ装着可能な、第１のイメージサイズ
を有する第１の交換レンズおよび第１のイメージサイズとは異なる第２のイメージサイズ
を有する第２の交換レンズとでカメラシステムを構成することができる。
【０００７】
　また、本発明は、撮像素子を有する撮像装置に対して装着可能な交換レンズであって、
撮像装置と通信を行う通信手段と、撮像素子のサイズと交換レンズのイメージサイズとが
対応するか否かを判別し、対応しないとき又は撮像素子のサイズが判別できないときは撮
像装置に対して撮像を制限させる信号を送信する制御手段とを有することを特徴とする。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明の一側面としての交換レンズは、撮影光束が通る撮影光路に対して斜設および退
避可能に回動するミラーと、撮像素子を有し、ミラーを斜設した状態にて撮影光束が光学
ファインダに導かれる撮像装置に対して装着可能な交換レンズであって、撮像装置は、装
着される交換レンズの全てに対してレリーズ動作による画像の記録を行ってしまう装置で
あり、交換レンズは、撮像装置と通信を行う通信手段と、撮像素子のサイズと該交換レン
ズのイメージサイズとが対応するか否かを判別し、対応しないとき及び撮像素子のサイズ
が判別できないときは、撮像装置に対して撮像を制限させる信号を送信するレンズ制御手
段を有し、撮像装置に対して撮像を制限させる信号は、ミラーを撮影光路から退避させる
とともに、撮像装置の表示部において撮影動作を禁止する旨の表示を行うように撮像装置
のカメラ制御手段に指示する信号であることを特徴とする。
【００１４】
　上記本願発明の撮像装置に対して、交換レンズからイメージサイズに関する情報を送信
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させれば、撮像装置においてイメージサイズの判別を容易に行うことができる。
【００１５】
　本発明の交換レンズによれば、撮像素子のサイズとイメージサイズとが対応しないとき
又は撮像素子のサイズが判別できないときに、撮像を制限させる信号を送信することによ
り、例えば、撮像素子のサイズがイメージサイズよりも大きな場合において、撮像素子の
うちイメージサイズ外の領域から画像データが生成され、画像の劣化が生じるのを防止す
ることができる。また、撮像素子のうちイメージサイズ外の領域からの出力を防止するこ
とで、省電力化を図ることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１６】
　以下、本発明の実施例について説明する。
【実施例１】
【００１７】
　図１は本発明の実施例１であるカメラシステムの要部を示す構成図であり、図中の点線
よりも左側が交換レンズ内の構成を示し、点線よりも左側がカメラ本体内の構成を示して
いる。
【００１８】
　同図において、１はレンズ鏡筒であり、撮影レンズ１ａを構成する複数のレンズＧ１、
Ｇ２、Ｇ３を保持している。２は像面に入射する光量を調節する絞りであり、絞り駆動用
モータ３からの駆動力をピニオンギア４を介して受け、光通過口の開口面積を変化させる
。５は絞り制御回路であり、交換レンズ内に設けられたレンズ制御ＣＰＵ１１からの信号
に基づいて絞り駆動用モータ３を駆動して、絞り２の動作を制御する。
【００１９】
　６はフォーカス駆動用モータであり、ウォームギア７を介して撮影レンズ１ａのうちの
フォーカスレンズ（不図示）を光軸１ｂ方向に駆動させてフォーカス駆動を行う。８はモ
ータ制御回路であり、レンズ制御ＣＰＵ１１からの信号に基づいてモータ６を駆動して、
フォーカス駆動の制御を行う。９はパルス板であり、フォーカス駆動用モータ６に連結し
た回転軸に取り付けられており、フォーカス駆動用モータ６の駆動に応じて回転する。１
０はフォトインタラプタであり、パルス板９の回転状態を検出して、検出結果をレンズ制
御ＣＰＵ１１に入力する。レンズ制御ＣＰＵ１１は、フォトインタラプタ１０の出力に基
づいてフォーカス駆動の制御を行うことになる。
【００２０】
　１２はフォーカス・ゾーン検出器であり、例えば、撮影レンズ１ａのうちフォーカスレ
ンズの光軸方向の移動に応じて、平面または曲面上に配置された電極の表面をブラシが移
動し、フォーカスレンズの位置を検出するためのスイッチを有している。レンズ制御ＣＰ
Ｕ１１は、フォーカス・ゾーン検出器１２の出力に応じてフォーカスレンズの位置に関す
る光学情報をカメラ制御ＣＰＵ３１に通信したり、フォーカスレンズの位置に応じて絞り
制御回路５とモータ制御回路８の駆動制御を行ったりする。
【００２１】
　ここで、レンズ制御ＣＰＵ１１の各端子について説明する。
【００２２】
　ＣＫは、カメラ本体側のカメラ制御ＣＰＵ３１と交換レンズ側のレンズ制御ＣＰＵ１１
との間の通信の同期をとるクロック入力端子である。ＤＯは、交換レンズ側のデータをカ
メラ本体側に送信するデータ出力端子であり、ＤＩは、カメラ本体側からのデータおよび
命令が入力されるデータ入力端子である。
【００２３】
　Ｍ１は、モータ制御回路８に対して、フォーカス駆動用モータ６のＯＮ／ＯＦＦ、駆動
速度および駆動方向を制御する信号を出力する出力端子であり、Ｍ２は、絞り制御回路５
に対して、絞り駆動用モータ３のＯＮ／ＯＦＦ、駆動方向および駆動量を制御する信号を
出力する出力端子である。
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【００２４】
　ＰＩは、フォトインタラプタ１０からの信号が入力される入力端子であり、レンズ制御
ＣＰＵ１１は、この入力信号に基づいてフォーカス駆動用モータ６の回転量および回転速
度を検出する。ＶＤＯは、カメラ本体側に設けられた電源からの電源供給を受ける端子で
ある。
【００２５】
　１３はズーム検出器であり、例えば、ズームレンズの光軸方向への移動に応じて、ブラ
シ等のスイッチによりズームレンズの位置に関する信号を出力する。レンズ制御ＣＰＵ１
１は、ズーム検出器１３の出力に応じてズームレンズの位置を検出し、この位置に関する
光学情報をカメラ制御ＣＰＵ３１に通信する。また、レンズ制御ＣＰＵ１１は、ズームレ
ンズの位置に応じて、絞り制御回路５とモータ制御回路８の駆動制御を行う。
【００２６】
　１４は像振れ補正駆動回路であり、レンズ制御ＣＰＵ１１からの制御信号に基づいて像
振れ補正モータ１５に通電を行うことにより、撮影レンズ１ａ内の像振れ補正レンズＧ２
を光軸１ｂと垂直な平面内で駆動する。
【００２７】
　具体的には、像振れ補正駆動回路１４は、像振れ補正レンズＧ２をピッチ方向に駆動す
るユニットと、この補正レンズＧ２をヨー方向に駆動するユニットの駆動をそれぞれ制御
することによって、像振れ補正レンズＧ２を光軸１ｂと直交する面内において動作させる
。すなわち、カメラシステムに加わった振れを相殺する方向に補正レンズＧ２を移動させ
ることによって、像面での被写体像の振れを補正する。
【００２８】
　１６は像振れ補正レンズ位置検出部であり、像振れ補正レンズＧ２のピッチ方向および
ヨー方向の位置を検出し、この検出信号をレンズ制御ＣＰＵ１１に出力する。具体的には
、不図示の投光用ＬＥＤを像振れ補正レンズＧ２と共に移動するように配置し、不図示の
受光用のＰＳＤを用いてＬＥＤの移動量を検出することにより、像振れ補正レンズＧ２の
位置を検出し、レンズ制御ＣＰＵ１１に伝える。
【００２９】
　１７は、レンズ制御ＣＰＵ１１の出力に基づいて、固定機構１８の駆動を制御するため
の固定機構駆動回路である。ここで、固定機構１８は、カメラシステムが電源ＯＦＦ等の
場合のように像振れ補正駆動を行わないときに、像振れ補正レンズＧ２を固定しておくた
めのものである。
【００３０】
　レンズ制御ＣＰＵ１１は、交換レンズ側の各種動作をカメラ本体側に設けられたカメラ
制御ＣＰＵ３１からの信号に基づいて制御する。なお、レンズ制御ＣＰＵ１１のメモリ１
１ａ内には、イメージ・サークルに関する情報、フランジ・バックに関する情報、交換レ
ンズの製品の種類等を示すレンズＩＤコード、自動露出制御用のＡＥ用光学データ、自動
焦点調節用のＡＦ用光学データ、分光透過率データを含む画像処理用光学データ等が格納
されている。
【００３１】
　次に、カメラ本体側の構成について説明する。
【００３２】
　２１は撮影光束が通る撮影光路に対して斜設および待避可能に回動する主ミラーであり
、中央部分がハーフミラー面２１ａとなっている。この主ミラー２１は、斜設状態にある
とき、撮影レンズ１ａを通過した撮影光束の一部をピント板（フォーカススクリーン）２
３の方向に反射させる。ここで、ピント板２３は、撮像面と共役となるように配置されて
いるため、ピント板２３の面上には被写体像が形成される。
【００３３】
　２２はサブミラーであり、主ミラー２１の裏面に配置されている。このサブミラー２２
は、斜設状態にある主ミラー２１のハーフミラー面２１ａを通過した光束をフォーカス検



(5) JP 4383841 B2 2009.12.16

10

20

30

40

50

出器３０側に反射させる。
【００３４】
　２４はペンタプリズムであり、ピント板２３面上に形成された被写体像を正立正像とし
て接眼レンズ（光学表示手段）２５に導く。５３は視野変更部材（設定手段）であって、
接眼レンズ２５を介して観察される視野領域を変更する。視野変更部材駆動部５４は、カ
メラ制御ＣＰＵ３１の出力に基づいて、視野領域が記録される画像データ寸法に合うよう
に視野変更部材５３の駆動を行う。
５５は、カメラ制御ＣＰＵ３１からの命令に基づいて接眼レンズ２５を駆動させて、ファ
インダ光学系の変倍を行う変倍駆動部である。
【００３５】
　２６はフォーカルプレンシャッタであり、カメラ制御ＣＰＵ３１からの制御信号を受け
たシャッタ駆動回路２７により駆動される。このフォーカルプレンシャッタ２６の開閉動
作によって、ＣＣＤやＣＭＯＳイメージセンサ等の撮像素子４１への露光が行われる。
【００３６】
　２８は、撮像素子４１でのエリアジング防止のための光学ローパスフィルタである。２
９は測光素子であり、ピント板２３面上の照度（被写体輝度）を測定して、この測定結果
をカメラ制御ＣＰＵ３１に入力する。カメラ制御ＣＰＵ３１は、測光素子２９の出力に基
づいて露出値の演算を行う。
【００３７】
　カメラ本体側のカメラ制御ＣＰＵ３１は、カメラ本体側の各種動作を制御すると共に、
レンズ側のレンズ制御ＣＰＵ１１と通信することにより、レンズの各種動作を制御する。
カメラ制御ＣＰＵ３１のメモリ３１ａ内には、既に製造され、使用可能な交換レンズの必
要な光学データと設計値や、製造時に測定した撮像素子４１の各画素の感度に関する補正
データ等が格納されている。
【００３８】
　ここで、カメラ本体側のカメラ制御ＣＰＵ３１の各端子について説明する。
【００３９】
　ＣＫは、カメラ本体側のカメラ制御ＣＰＵ３１とレンズ側のレンズ制御ＣＰＵ１１との
間の通信の同期をとるクロック出力端子である。ＬＩＮは、交換レンズ側からのデータが
入力される入力端子であり、ＬＯＵＴは、カメラ本体側から交換レンズ側に命令およびデ
ータを出力するデータ出力端子である。ＶＤＤは、カメラ側に設けられた電源からの電力
供給を受けるための端子である。
【００４０】
　Ｓ１は、撮影準備動作（焦点調節動作や測光動作等）を開始させるためのスイッチ３４
の入力端子であり、Ｓ２は、撮影動作を開始させるためのスイッチ３５の入力端子である
。これらのスイッチ３４、３５は、カメラ本体に設けられたレリーズボタンの半押しおよ
び全押し動作によってＯＮ状態となる。
【００４１】
　ＡＦＩＮは、フォーカス検出器３０のデータ入力端子であり、ＡＥＩＮは測光素子２９
のデータ入力端子である。ＳＨＯＵＴは、シャッタ駆動回路２７への出力信号端子である
。
【００４２】
　３４は撮影準備動作開始用のスイッチ（以下、スイッチＳＷ１とも記す）であり、３５
は撮影動作開始用のスイッチ（以下、スイッチＳＷ２とも記す）である。３６はカメラ本
体および交換レンズの駆動用電源となる電池である。３７は、電池３６の電源を必要な電
圧に安定化し、カメラ制御ＣＰＵ３１に供給する安定化電源である。
【００４３】
　３８はカメラの撮影モード等を設定する操作部であり、カメラ制御ＣＰＵ３１は操作部
３８の出力に応じた撮影モード等の設定を行う。３９は交換レンズの装着状態を検出する
ためのレンズ検出部であり、この検出結果をカメラ制御ＣＰＵ３１に出力する。４０は、
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光学ローパスフィルタ２８の装着状況を検出するための光学ローパスフィルタ検出部であ
り、この検出結果をカメラ制御ＣＰＵ３１に出力する。カメラ制御ＣＰＵ３１は、光学ロ
ーパスフィルタ検出部４０の検出結果に応じて光学ローパスフィルタ２８の有無に関する
情報を不図示の表示部で表示させる。また、カメラ制御ＣＰＵ３１は、操作部３８での設
定や、光学ローパスフィルタ２８の有無に応じて、後述する画像処理方法を一部変更する
こともできる。
【００４４】
　５６は、振動ジャイロ等で構成される像振れ検出部であり、カメラ本体の手振れ（具体
的には、角速度等）を検出して、この検出結果をカメラ制御ＣＰＵ３１に出力する。カメ
ラ制御ＣＰＵ３１は、像振れ検出部５６の検出結果に基づいて、レンズ制御ＣＰＵ１１に
像振れ補正駆動回路１４の駆動制御信号を出力し、像振れをなくすように像振れ補正レン
ズＧ２の駆動制御を行う。
【００４５】
　５７は、記録画像データの寸法を設定するためのスイッチ（選択手段）であり、カメラ
制御ＣＰＵ３１はスイッチ５７のＯＮ／ＯＦＦ状態に応じて記録画像データの寸法を切り
替える。例えば、スイッチ５７がＯＮ状態の場合には、イメージ・サークルφ１に対応し
た記録画像データ寸法を設定し、ＯＦＦ状態の場合には、イメージ・サークルφ２に対応
した記録画像データ寸法を設定することができる。
【００４６】
　４１は撮像素子であり、フォーカルプレンシャッタ２６が開いている間、交換レンズ側
の撮影光学系により得られた像を撮像する。この撮像素子４１としては、例えば、光電変
換により光学像を電気信号に変換して該電気信号を蓄積するとともに、蓄積中の電荷を非
破壊で読み出せるＣＭＯＳセンサやＣＣＤがある。
【００４７】
　４２は、撮像素子４１における各画素の水平駆動並びに垂直駆動を行うためのドライバ
回路であり、撮像素子４１はドライバ回路４２からの出力に応じた駆動を行うことで、画
像信号を出力する。また、ドライバ回路４２は、後述するように、撮像素子４１で受光さ
れるイメージ・サークルに応じて撮像素子４１のうち信号出力を行う画素を変更する。例
えば、撮像素子４１としてＣＭＯＳセンサを用いた場合には、ドライバ回路４２によって
電荷蓄積信号を読み出す画素の領域（記録画素領域）を指定することができる。なお、撮
像素子４１としてＣＣＤを用いた場合には、すべての画素から電荷蓄積信号を読み出して
から、記録する領域（記録画素領域）を指定することになる。
【００４８】
　４３はＣＤＳ／ＡＧＣ回路であり、公知のＣＤＳ回路で撮像素子４１の出力信号の雑音
除去を行い、公知のＡＧＣ回路で出力信号の増幅度を調整する。４４は、カメラ制御用Ｃ
ＰＵ３１によって制御され回路全体の駆動タイミングを決定するタイミングジェネレータ
（ＴＧ）である。画像処理は決められた動作を短時間で実施する必要があるため、カメラ
制御用ＣＰＵ３１だけでなく短い時間の管理をタイミングジェネレータ４４により行う。
なお、ＣＤＳ／ＡＧＣ回路４３も同様に、カメラ制御用ＣＰＵ３１とタイミングジェネレ
ータ４４の出力により制御される。
【００４９】
　４５はＡＤ変換回路であり、カメラ制御用ＣＰＵ３１とタイミングジェネレータ４４の
出力により、ＣＤＳ／ＡＧＣ回路４３の出力をＡＤ変換し、各画素のデジタルデータとし
て出力する。４６はフレームメモリであり、ＡＤ変換回路４５の出力を格納する。さらに
連写撮影等の場合は、この撮影によって得られたすべての画像データにおける各画素デー
タをフレームメモリ４６に一時的に格納する。
【００５０】
　４７はカメラＤＳＰ（画像生成手段）であり、カメラ制御用ＣＰＵ３１とタイミングジ
ェネレータ４４の出力により、ＡＤ変換回路４５の出力、または、フレームメモリ４６に
格納した各画素データからＲＧＢの各色信号を生成する。このとき、レンズ制御ＣＰＵ１
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１との通信により取得した交換レンズにおける画像処理用データを用い、又は光学ローパ
スフィルタ２８の有無に応じて画像処理を行う。
【００５１】
　４８はビデオメモリであり、表示部（電子表示手段）４９の表示に適した画像データを
格納する。操作部材３８の操作がなされた場合、ビデオメモリ４８は、カメラ制御用ＣＰ
Ｕ３１とタイミングジェネレータ４４の出力により、カメラＤＳＰ４７で作成した画像デ
ータを格納し、表示部４９に表示する。ここで、後述するようにビデオメモリ４８によっ
て、記録する画像データ寸法に合わせて、表示する画像の大きさを変更する場合がある。
【００５２】
　５０はワークメモリであり、カメラＤＳＰ４７で画像処理を行った出力を格納する。５
１は圧縮・伸張部であり、カメラ制御用ＣＰＵ３１とタイミングジェネレータ４４の出力
により、所定の圧縮フォーマット（例えば、ＪＰＥＧ方式）に基づきデータの圧縮と伸張
を行う。
【００５３】
　５２は不揮発性メモリであり、圧縮・伸張部５１で圧縮したデータを格納する。例えば
、フラッシュメモリ、ハードディスク等の不揮発性メモリを使用することができる。また
、不揮発性メモリ５２に格納した撮影済みの圧縮画像データを観察する場合は、圧縮・伸
張部５１で通常の撮影画素毎のデータに伸張し、ビデオメモリ４８へ格納し、表示部４９
で表示させる。
【００５４】
　撮影時の処理は、短時間で実行可能となるように構成しており、撮影後すぐにワークメ
モリ５０から不揮発性メモリ５２へデータを格納し、かつ表示部４９での表示を行うこと
ができるようになっている。
【００５５】
　次に、交換レンズ側のレンズ制御ＣＰＵ１１とカメラ本体側のカメラ制御ＣＰＵ３１と
の間のデータ通信について、図２を用いて説明する。この図２は、交換レンズとカメラ本
体間の通信を示したタイミングチャートである。
【００５６】
　同図において、ＣＫ、ＤＩ（ＬＯＵＴ）、ＤＯ（ＬＩＮ）は前述した通り、カメラ本体
と交換レンズ間のシリアル通信を行うための各信号線である。データ通信は８ｂｉｔで行
われ、クロック８発分が１通信サイクルとなっている。
【００５７】
　ＤＩ（ＬＯＵＴ）は、カメラ本体側から交換レンズ側への命令およびデータを送出する
信号線であり、同図の第１通信サイクルでは、０００１００００Ｂ（Ｂはバイナリーを表
す）を示している。ＤＯ（ＬＩＮ）は、交換レンズ側からカメラ本体側へのデータを送出
する信号線であり、同図では、第１通信サイクルの１サイクル前となる通信結果のデータ
が現れるので、同図においては不定となっている。
【００５８】
　図中、ＢＵＳＹはレンズ制御ＣＰＵ１１がカメラ本体からの命令を受信し、処理を実行
していることを示す領域であり、ローレベルとしている。カメラ制御ＣＰＵ３１は、ＢＵ
ＳＹがハイレベルになったことを確認すると、一定時間経過後に次の通信を行う。
【００５９】
　次に、カメラ本体および交換レンズ間の通信命令の例について説明する。
【００６０】
　ここでは、カメラを基準とした命令体系となっており、１６進数で表示してある。００
Ｈは設定してない。０１Ｈはイメージ・サークル情報、フランジ・バック情報、交換レン
ズの種類、製品バージョン、機能のデータを含むレンズＩＤコードの受信要求命令である
。０２Ｈは撮影レンズの焦点距離、撮影レンズの開放ｆ値、ＡＦ敏感度、ＡＦ誤差補正量
、最小絞り値、絞り段数等ＡＦ用光学データとＡＥ用光学データの受信要求命令である。
０３Ｈはフォーカス駆動用モータ６の駆動方向、速度の設定命令である。０４Ｈはレンズ
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鏡筒１の駆動量設定命令である。０５Ｈは絞り駆動用モータ３の駆動方向、設定命令であ
る。０６Ｈは絞り２の駆動量設定命令である。０７Ｈは像振れ補正レンズＧ２の駆動量設
定命令である。
【００６１】
　次に、交換レンズ側のフォーカス駆動動作について説明する。
【００６２】
　交換レンズおよびカメラ本体間の通信により、交換レンズ内（レンズ制御ＣＰＵ１１（
メモリ１１ａ）内）のフォーカスに関するデータ（以下、ＡＦ用光学データという）をカ
メラ本体側のカメラ制御ＣＰＵ３１が取得する。そして、カメラ制御ＣＰＵ３１は、取得
したＡＦ用光学データとフォーカス検出器３０の出力（焦点調節状態）とに基づいてフォ
ーカスレンズの必要移動量を演算し、この演算結果（フォーカスレンズ移動量）を交換レ
ンズ側のレンズ制御ＣＰＵ１１に通信する。
【００６３】
　交換レンズ側のレンズ制御ＣＰＵ１１は、モータ制御回路８を介してフォーカス駆動用
モータ６を駆動する。フォーカス駆動モータ６の回転に伴ってレンズ鏡筒１内のフォーカ
スレンズがフォーカス駆動モータ６の回転軸に取り付けられたウォームギア７の回転によ
り光軸方向に移動する。
【００６４】
　この回転軸にはパルス板９が一体回転可能に取り付けられており、フォーカス駆動用モ
ータ６が回転するとパルス板９も回転する。このとき、インタラプタ１０は、パルス板９
上のスリットを通して検出光が通過する毎（又はパルス板９により検出光が遮断される毎
）に信号を交換レンズ側のレンズ制御ＣＰＵ１１に送り、レンズ制御ＣＰＵ１１はこの信
号を内部のパルスカウンタでカウントすることにより、フォーカス駆動用モータ６が何回
転したか、つまりはフォーカスレンズがどれだけ移動したかを認識する。
【００６５】
　このようにしてカメラ本体側のカメラ制御ＣＰＵ３１が通信したフォーカスレンズ移動
量分だけフォーカスレンズが移動すると、レンズ制御ＣＰＵ１１は、モータ制御回路８を
介してフォーカス駆動用モータ６の回転を停止させフォーカス駆動を完了する。
【００６６】
　次に、交換レンズ側の絞り駆動動作について説明する。
【００６７】
　交換レンズおよびカメラ本体間の通信により、カメラ本体側のカメラ制御ＣＰＵ３１は
、レンズ制御ＣＰＵ１１（メモリ１１ａ）から撮影レンズ１ａ内の絞り２に関するデータ
（以下、ＡＥ用光学データという）を取得する。そして、カメラ制御ＣＰＵ３１は、取得
したＡＥ用光学データと測光素子２９からの出力（被写体輝度情報）とに基づいて絞り２
の開口径を演算し、交換レンズ側のレンズ制御ＣＰＵ１１に通信する。
【００６８】
　交換レンズ側のレンズ制御ＣＰＵ１１は、絞り制御回路５により絞り駆動用モータ３を
駆動し、カメラ本体側のカメラ制御ＣＰＵ３１が設定する値通りの開口径となるように絞
り２を駆動する。
【００６９】
　次に、交換レンズ側の像振れ補正駆動動作について説明する。
【００７０】
　交換レンズおよびカメラ本体間の通信により、カメラ本体側のカメラ制御ＣＰＵ３１は
、レンズ制御ＣＰＵ１１（メモリ１１ａ）から撮影レンズ１ａ内の像振れ補正に関するデ
ータ（以下、ＩＳ用光学データという）を取得する。そして、カメラ制御ＣＰＵ３１は、
取得したＩＳ用光学データと像振れ検出部５６からの出力（カメラ本体に生じる振れ）と
に基づいて像振れ補正駆動量（像振れ補正レンズＧ２のピッチ方向およびヨー方向の移動
量）を演算し、交換レンズ側のレンズ制御ＣＰＵ１１に通信する。
【００７１】
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　交換レンズ側のレンズ制御ＣＰＵ１１は、像振れ補正駆動回路１４により像振れ補正モ
ータ１５を駆動し、カメラ本体側のカメラ制御ＣＰＵ３１の設定値どおりの移動量となる
ように像振れ補正レンズＧ２をピッチ方向および／又はヨー方向に駆動する。
【００７２】
　図３（ａ）は、カメラ本体５８に、イメージ・サークルφ１の交換レンズ５９を装着す
るときの図である。図３（ｂ）は、カメラ本体５８に、イメージ・サークルφ２の交換レ
ンズ６０を装着するときの図である。ここで、交換レンズ５９、６０におけるイメージ・
サークルの関係は下記式（１）の関係にある。
【００７３】
　イメージ・サークルφ１＞イメージ・サークルφ２　・・・（１）
　図４は、図３に示す各交換レンズ５９、６０をカメラ本体５８に装着した際における、
撮像素子４１の撮像面でのイメージ・サークル寸法と記録する画像データ寸法を示す図で
ある。
【００７４】
　図３（ａ）に示すように、カメラ本体５８にイメージ・サークルφ１の交換レンズ５９
を装着した場合には、撮像面でのイメージ・サークルは、イメージ・サークルφ１となり
、このイメージ・サークルφ１の領域内には、図４に示すように、イメージ・サークルφ
１用の記録画像データの領域や、イメージ・サークルφ２用の記録画像データの領域が収
まるようになっている。このため、交換レンズ５９を装着した場合には、イメージ・サー
クルφ１用やイメージ・サークルφ２用の記録画像データ寸法でも画像劣化することなく
撮像可能となる。
【００７５】
　一方、図３（ｂ）に示すように、カメラ本体５８にイメージ・サークルφ２の交換レン
ズ６０を装着した場合には、撮像面でのイメージ・サークルは、イメージ・サークルφ２
となる。
【００７６】
　ここで、記録する画像データ寸法を、イメージ・サークルφ２用の記録画像データ寸法
とした場合には画像劣化することなく撮像可能であるが、イメージ・サークルφ１用の記
録画像データ寸法にしてしまうと、イメージ・サークルφ１用の記録画像データの領域の
うちイメージ・サークルφ２の外側に位置する領域（図４中の斜線で示す領域）において
画像の劣化を生じてしまう。
【００７７】
　そこで、カメラ制御ＣＰＵ３１は、レンズ制御ＣＰＵ１１との通信によって交換レンズ
のイメージ・サークルに関する情報を取得し、取得情報に応じた適切な画像データ寸法を
選択することで、画像劣化の無い画像データを記録することができるようにしている。
【００７８】
　図５（ａ）は、撮像面での画像を示す図である。なお、撮像面での画像が反転像となる
場合があるが、表示部４９で表示される画像との比較説明のため、図では正立像と表して
いる。同図に示すように、イメージ・サークルφ１用の記録画像データ寸法内においては
、顔と直方体の画像が撮像され、イメージ・サークルφ２用の記録画像データ寸法内にお
いては、顔の画像だけが撮像される。
【００７９】
　図５（ｂ）から（ｄ）は、表示部４９で表示される画像を示す図である。
【００８０】
　ここで、図５（ｂ）は、イメージ・サークルφ１用の記録画像データ寸法において撮像
が行われ、この撮像された画像を表示部４９で表示したものを示している。上述したよう
に、イメージ・サークルφ１用の記録画像データ寸法の領域内には、顔および直方体の画
像が収まるため、表示部４９にも顔および直方体の画像が表示されることになる。
【００８１】
　図５（ｃ）は、イメージ・サークルφ２用の記録画像データ寸法において撮像が行われ
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、この撮像された画像を表示部４９で表示したものを示している。ここで、図５（ａ）で
示すようにイメージ・サークルφ２用の記録画像データ寸法の領域内においては、顔の画
像だけが収まるようになっており、直方体の画像は領域外に位置している。このため、表
示部４９では、顔の画像だけを表示し、イメージ・サークルφ１用の記録画像データ寸法
の領域内のうちイメージ・サークルφ２用の記録画像データ寸法の領域を除いた周辺領域
（図５（ｃ）の斜線で示す領域）は表示していない。
【００８２】
　なお、上記の周辺領域に、シャッタ速度、絞り値等のカメラシステムの動作情報を表示
することも可能である。また、装着した交換レンズがイメージ・サークルφ１の交換レン
ズである場合に、上記の周辺領域の画像を暗く、又は薄く表示することも可能である。
【００８３】
　図５（ｄ）は、イメージ・サークルφ２用の記録画像データ寸法において撮像が行われ
、この撮像された画像を表示部４９で表示したものを示している。同図では、図５（ｃ）
のように周辺領域も合わせて表示するものではなく、イメージ・サークルφ２用の記録画
像データ寸法の領域内の画像（顔の画像）を、表示部４９で表示可能な最大の大きさで表
示（すなわち、拡大表示）している。なお、表示部４９での表示画像の大きさは、表示部
４９の表示面に合わせた最大の大きさとする必要はなく、表示部４９での表示画像を使用
者に見やすくできるものであればいかなる大きさとしてもよい。
【００８４】
　図５（ｅ）から（ｇ）は、接眼レンズ２５を介して観察される画像を示す図である。
【００８５】
　図５（ｅ）は、イメージ・サークルφ１用の記録画像データ寸法での画像を示しており
、接眼レンズ２５を介して顔および直方体の画像が観察できるようになっている。このと
き、視野変更部材５３はファインダ光路内に進入して被写体光を遮光することはなく、ピ
ント板２３で結像された物体像がそのまま接眼レンズ２５に導かれる。
【００８６】
　図５（ｆ）は、イメージ・サークルφ２用の記録画像データ寸法での画像を示しており
、接眼レンズ２５を介して顔の画像だけを観察できるようになっている。このとき、視野
変更部材５３は、ファインダ光路内に進入することで、ピント板２３から接眼レンズ２５
に導かれる被写体光のうち上記の周辺領域（イメージ・サークルφ１用の記録画像データ
領域のうちイメージ・サークルφ２用の記録画像データ領域を除いた領域、図５（ｆ）の
斜線で示す領域）に対応した領域を遮光している。これにより、上記の周辺領域がブラッ
クアウトされた状態の画像を、接眼レンズ２５を介して観察することができる。
【００８７】
　図５（ｇ）は、イメージ・サークルφ２用の記録画像データ寸法での画像を示している
。この図５（ｇ）に示す状態は、図５（ｆ）で説明したように視野変更部材５３をファイ
ンダ光路内に進入させずに、接眼レンズ２５での画角変更によって顔の画像だけを拡大さ
せた状態である。これにより、撮影者は接眼レンズ２５を介して図５（ｇ）に示す画像を
観察することができる。
【００８８】
　図６（ａ）は、表示部４９での警告表示例を示す図である。本実施例のカメラシステム
において、カメラ本体に装着された交換レンズがイメージ・サークルφ２である場合であ
って、記録画像データ寸法がイメージ・サークルφ１用に設定してある場合には、表示部
４９には、図６（ａ）に示すように、撮影を禁止していることと記録画像データ寸法の設
定が間違っていることを示す旨が表示される。
【００８９】
　図６（ｂ）は、接眼レンズ２５を介して確認される警告表示例を示す図である。この状
態は、視野変更部材５３が、ファインダ光路内に侵入して、ファインダ光路を通過する被
写体光のすべてを概ね遮光した状態である。すなわち、本実施例のカメラシステムにおい
て、カメラ本体に装着された交換レンズがイメージ・サークルφ２である場合であって、
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記録画像データ寸法がイメージ・サークルφ１用に設定してある場合には、視野変更部材
５３を上述した状態とすることにより、使用者に撮影を禁止していることと記録画像デー
タ寸法の設定が間違っていることを知らせるようになっている。
【００９０】
　次に、本実施例におけるカメラ本体側（カメラ制御ＣＰＵ３１）の動作について、図７
に示すフローチャートを用いて説明する。
【００９１】
　ステップＳ１００より動作を開始し、まずステップＳ１０１において、レンズ検出部３
９の出力に基づいて交換レンズがカメラ本体に装着されたか否かを判別する。そして、交
換レンズの装着を確認するとステップＳ１０２へ進み、レンズ制御ＣＰＵ１１との通信に
よって、装着された交換レンズのレンズＩＤコードを受信する。
【００９２】
　次に、ステップＳ１０３へ進み、レンズ制御ＣＰＵ１１との通信によってイメージ・サ
ークルに関する情報を受信する。
【００９３】
　次のステップＳ１０４においては、ステップＳ１０３で受信したイメージ・サークルに
関する情報に基づいて、装着された交換レンズがイメージ・サークルφ１およびφ２のう
ちいずれの交換レンズであるかを判別する。ここで、受信したイメージ・サークルに関す
る情報がφ１である場合、ステップＳ１０５へ進み、記録画像データ寸法設定スイッチ５
７の設定を確認する。
【００９４】
　この設定がイメージ・サークルφ１に対応したものである場合には、ステップＳ１０６
に進み記録画像データ寸法をφ１に設定する。これにより、撮像素子４１の出力によって
得られ、不揮発性メモリ５２に記録される画像データの大きさ（画像領域の寸法）を、イ
メージ・サークルφ１に対応させることができる。
【００９５】
　ここで、撮像素子４１における被写体光を受光可能なすべての画素（受光画素領域）の
うち電荷蓄積信号が読み出される画素の領域（記録画素領域）を指定したり、撮像素子４
１のすべての画素（受光画素領域）から電荷蓄積信号を読み出した後、記録する画像寸法
に応じた領域（記録画素領域）を指定したりすることにより、上記の記録画像データ寸法
を変更することができる。
【００９６】
　そして、ステップＳ１０７において、表示部４９の駆動を制御することによって、表示
部４９での表示を、図５（ｂ）に示すようにイメージ・サークルφ１に対応した表示とす
る。また、カメラ制御ＣＰＵ３１は、図５（ｅ）に示す表示状態となるように視野変更部
材駆動部５３を介して視野変更部材５３の駆動制御を行う。すなわち、視野変更部材５３
をファインダ光路から退避させた状態とする。
【００９７】
　一方、ステップＳ１０５において、記録画像データ寸法設定スイッチ５７での設定がイ
メージ・サークルφ２に対応した設定であると判断した場合には、使用者が画像取得時間
の短縮を望んだり、不揮発メモリ５２の容量を節約したり、撮影画角を変更したいと考え
ている場合であると判断して、ステップＳ１０８に進み記録画像データ寸法をイメージ・
サークルφ２に対応した値に設定する。
【００９８】
　そしてステップＳ１０９において、表示部４９での駆動を制御することによって、表示
部４９での表示を、図５（ｃ）又は図５（ｄ）に示すようにイメージ・サークルφ２に対
応した表示とする。また、カメラ制御ＣＰＵ３１は、図５（ｆ）に示す表示状態（観察状
態）となるように視野変更部材駆動部５３を介して視野変更部材５３の駆動制御を行った
り、図５（ｇ）に示す表示状態（観察状態）となるように変倍駆動部５５を介して接眼レ
ンズ２５の駆動制御を行ったりする。
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【００９９】
　すなわち、視野変更部材５３をファインダ光路内に進入させたり、接眼レンズ２５をフ
ァインダ光軸上で移動させてファインダ光学系における画角を広角側に変更させたりする
。これによって、光学ファインダでの表示状態をイメージ・サークルφ２に合わせたもの
とすることができる。
【０１００】
　一方、ステップＳ１０４において、ステップＳ１０３で受信したイメージ・サークルに
関する情報がφ２である場合にはステップＳ１１０へ進み、記録画像データ寸法設定スイ
ッチ５７での設定状態を確認する。ここで、スイッチ５７の設定がイメージ・サークルφ
１に対応したものである場合には、図４で説明したようにイメージ・サークルφ２に含ま
れない領域の画質が悪くなるため、ステップＳ１１１に進んで撮影者に警告を行う。
【０１０１】
　すなわち、ステップＳ１１１では、表示部４９の駆動制御を行うことによって、表示部
４９に、図６（ａ）に示す表示を行わせる。この表示内容は、撮影が禁止されたことや、
記録画像データ寸法をイメージ・サークルφ１に対応した値に設定すべきことを撮影者に
知らせるものである。なお、この内容が分かるものであればいかなる表示形態であっても
よい。
【０１０２】
　また、カメラ制御ＣＰＵ３１は、光学ファインダでの表示が図６（ｂ）に示す状態とな
るように視野変更部材駆動部５４を介して視野変更部材５３の駆動制御を行う。ここで、
視野変更部材５３を所定時間内に変化させる、すなわち、光学ファインダで表示される画
像領域の大きさを変化させることにより、撮影者に警告を行うようにしてもよい。なお、
本実施例では、電子ファインダおよび光学ファインダでの表示状態を変えることによって
、撮影者に警告を行うようにしているが、音声等によって警告を行うようにしてもよい。
【０１０３】
　ステップＳ１１０において、記録画像データ寸法設定スイッチ５７での設定がイメージ
・サークルφ２に対応したものである場合には、ステップＳ１０８に進み記録画像データ
寸法をイメージ・サークルφ２に対応した値に設定する。そしてステップＳ１０９に進み
、上述したように、表示部４９での表示や光学ファインダでの表示をイメージ・サークル
φ２に合ったものとする。
【０１０４】
　ステップＳ１１２においては、スイッチＳＷ１がＯＮ状態であるか否かを判別する。こ
こで、スイッチＳＷ１がＯＮ状態であればステップＳ１１３へ進む。
【０１０５】
　ステップＳ１１３において、カメラ制御ＣＰＵ３１は、レンズ制御ＣＰＵ１１との通信
によって、ＩＳ光学用データを取得する。そして、取得したＩＳ光学用データに基づいて
、像振れ補正レンズＧ２が固定機構１８によって固定されている場合には、レンズ制御Ｃ
ＰＵ１１に対して、像振れ補正レンズＧ２の固定を解除する命令と、像振れ補正レンズＧ
２を初期位置に移動させる命令を送信する。これにより、交換レンズ側では、後述（図８
参照）するように像振れ補正レンズＧ２の中心が光軸付近の初期位置となるように像振れ
補正レンズＧ２を移動させるとともに、像振れ補正駆動が開始される。
【０１０６】
　ステップＳ１１４において、カメラ制御ＣＰＵ３１は、交換レンズ内（メモリ１１ａ）
又はカメラ本体内（メモリ３１ａ）に格納された交換レンズのＡＥ用光学データと、測光
素子２９の出力とに基づいて測光動作を行う。この測光動作によって得られた結果に基づ
いて、カメラ制御ＣＰＵ３１は、露出値（シャッタ速度や絞り値等）の演算を行う。
【０１０７】
　続いてステップＳ１１５において、カメラ制御ＣＰＵ３１は、交換レンズのＡＦ用光学
データとフォーカス検出器３０からの出力とに基づいてレンズ鏡筒１内のフォーカスレン
ズの駆動量および移動方向を演算し、この演算情報をレンズ制御ＣＰＵ１１に通信する。
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これにより、交換レンズ側では、カメラ制御ＣＰＵ３１から送信されたフォーカス駆動に
関する情報に基づいて、フォーカスレンズを駆動させて焦点調節動作が行われる。なお、
この焦点調節動作には、位相差検出方式又はコントラスト検出方式によるものがある。
【０１０８】
　ステップＳ１１６では、スイッチＳＷ２がＯＮ状態であるか否かを判別し、ＯＮ状態で
なければステップＳ１１２へ戻る。一方、スイッチＳＷ２がＯＮ状態であればステップＳ
１１７に進み、ステップＳ１１４で得られた露出値情報（絞り値）をレンズ制御ＣＰＵ１
１に送信する。これにより、交換レンズ側では、送信された絞り値となるように絞り２の
駆動制御が行われる。
【０１０９】
　ステップＳ１１８において、カメラ制御ＣＰＵ３１は、シャッタ駆動回路２７を介して
シャッタ２６を開き動作させる。これにより、撮像素子４１への露光が開始される。そし
て、ステップＳ１１９では、必要な露光時間が経過した後、シャッタ駆動回路２７を介し
てシャッタ２６を閉じ動作させる。これにより、撮像素子４１への露光が完了する。上述
したシャッタ２６の開閉駆動は、ステップＳ１１４で得られたシャッタスピードに基づい
て行われる。
【０１１０】
　ステップＳ１２０において、カメラ制御ＣＰＵ３１は、レンズ制御ＣＰＵ１１との通信
を行うことにより、レリーズ中のズーム位置およびフォーカス位置におけるレンズ情報、
画像処理用データの受信を行い、ステップＳ１２１において、ステップＳ１２０で取得し
た画像処理用データを用いて画像処理を行い、画像データを不揮発性メモリ５２に記録す
る。
【０１１１】
　ステップＳ１２２では、不揮発性メモリ５２に未記録容量があるか否かを判別し、未記
録容量があればステップＳ１１２へ戻る。一方、未記録容量がない場合にはステップＳ１
２３へ進む。ステップＳ１２３では、レンズ制御ＣＰＵ１１に対して、レンズ鏡筒１内の
像振れ補正レンズＧ２を初期位置に移動させる命令や固定機構１８によって像振れ補正レ
ンズＧ２を固定させる命令を送信する。これにより、交換レンズ側では、後述するように
、送信内容に応じた動作が行われることになる。
【０１１２】
　ステップＳ１２４では、記録容量がないことを表示部４９での表示や、音声によって撮
影者に警告し、ステップＳ１２５にてメインフローを終了する。
【０１１３】
　次に、カメラ本体からの命令を受けた交換レンズ側（レンズ制御ＣＰＵ１１）の動作に
ついて、図８のフローチャートを用いて説明する。
【０１１４】
　カメラ本体から送信された命令を受けると、交換レンズ側のレンズ制御ＣＰＵ１１はス
テップＳ２０１より動作を開始し、ステップＳ２０２以降において、カメラ本体からの命
令を解析する。
【０１１５】
　まず、ステップＳ２０２においては、カメラ本体からの命令が上述した図７のステップ
Ｓ１０２における命令であるか否か、つまり交換レンズの像振れ補正機能の有無等のレン
ズ種類・特性を示すレンズＩＤコードデータの送信要求命令を示すものであるか否かを判
別し、レンズＩＤコードデータの送信要求であればステップＳ２０３へ進み、レンズＩＤ
コードデータをカメラ本体に送信する。その後はステップＳ２０２へ戻る。
【０１１６】
　一方、ステップＳ２０２にて交換レンズへの命令がレンズＩＤコードデータ送信要求命
令でない場合にはステップＳ２０４へ進む。ステップＳ２０４では、カメラ本体からの命
令が上述した図７のステップＳ１０３での命令であるか否か、つまりイメージ・サークル
に関する情報の送信要求命令を示すものであるか否かを判別し、そうであればステップＳ
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２０５へ進み、イメージ・サークルに関する情報をカメラ本体に送信する。その後はステ
ップＳ２０２へ戻る。
【０１１７】
　ステップＳ２０４にて交換レンズへの命令がイメージ・サークルに関する情報送信要求
命令でないことを判別した場合にはステップＳ２０６へ進む。ステップＳ２０６では、カ
メラ本体からの命令が上述した図７のステップＳ１２０での命令であるか否か、つまり画
像処理用光学データ送信要求命令を示すものであるか否かを判別し、そうであればステッ
プＳ２０７へ進み、画像処理用光学データをカメラ本体に送信する。その後はステップＳ
２０２へ戻る。
【０１１８】
　ステップＳ２０６にて画像処理用光学データ送信要求命令でないことを判別した場合に
はステップＳ２０８へ進む。ステップＳ２０８では、カメラ本体からの命令が上述した図
７のステップＳ１１５での命令であるか否か、つまりＡＦ用光学データ送信要求命令であ
るか否かを判別し、そうであればステップＳ２０９へ進み、ＡＦ用光学データをカメラ本
体に送信する。その後はステップＳ２０２へ戻る。
【０１１９】
　ステップＳ２０８にてＡＦ用光学データ送信要求命令でないことを判別した場合にはス
テップＳ２１０へ進む。ステップＳ２１０では、カメラ本体からの命令が上述した図７の
ステップＳ１１４での命令であるか否か、つまりＡＥ用光学データ送信要求命令であるか
否かを判別し、そうであればステップＳ２１１へ進み、ＡＥ用光学データをカメラ本体に
送信する。その後はステップＳ２０２へ戻る。
【０１２０】
　ステップＳ２１０にてＡＥ用光学データ送信要求命令でないことを判別した場合にはス
テップＳ２１２へ進む。ステップＳ２１２では、カメラ本体からの命令が上述した図７の
ステップＳ１１３での命令か否か、つまりＩＳ用光学データ送信要求命令であるか否かを
判定し、そうであればステップＳ２１３へ進み、ＩＳ用光学データをカメラ本体に送信す
る。その後はステップＳ２０２へ戻る。
【０１２１】
　ステップＳ２１２にてＩＳ用光学データ送信要求命令でないことを判別した場合にはス
テップＳ２１４へ進む。ステップＳ２１４では、カメラ本体からの命令が上述した図７の
ステップＳ１１５での命令であるか否か、つまりフォーカス駆動命令であるか否かを判定
し、そうであればステップＳ２１５へ進み、上述したようにカメラ本体からのフォーカス
レンズの移動量と移動方向の指令命令により、フォーカスレンズを駆動する。その後はス
テップＳ２０２へ戻る。
【０１２２】
　ステップＳ２１４にてフォーカス駆動命令でないことを判別した場合にはステップＳ２
１６へ進む。ステップＳ２１６では、絞り２の駆動命令であるか否かを判別し、そうであ
ればステップＳ２１７へ進み、カメラ本体からの絞り２の絞り量と絞り方向の指令命令に
より、絞り２を駆動する。その後はステップＳ２０２へ戻る。
【０１２３】
　ステップＳ２１６にて絞り２の駆動命令でないことを判別した場合にはステップＳ２１
８へ進む。ステップＳ２１８では、カメラ本体からの命令が上述した図７のステップＳ１
１３、Ｓ１２３の命令であるか否か、つまり像振れ補正レンズ駆動命令であるか否かを判
別し、そうであればステップＳ２１９へ進み、上述したようにカメラ本体からの像振れ補
正レンズの移動量と移動方向の指令命令により、像振れ補正レンズを駆動する。その後は
ステップＳ２０２へ戻る。
【０１２４】
　ステップＳ２１８にて像振れ補正レンズ駆動命令でないことを判別した場合にはステッ
プＳ２２０へ進む。ステップＳ２２０では、カメラ本体からの命令が上述した図７のステ
ップＳ１１３、Ｓ１２３の命令であるか否か、つまり像振れ補正レンズＧ２の固定命令お



(15) JP 4383841 B2 2009.12.16

10

20

30

40

50

よび固定解除命令（固定機構駆動命令）であるか否かを判別し、そうであればステップＳ
２２１へ進み、像振れ補正レンズＧ２の固定又は固定解除の指令命令に応じて像振れ補正
レンズＧ２の固定機構１８を駆動する。その後はステップＳ２０２へ戻る。
【０１２５】
　ステップＳ２１８にて固定機構駆動命令でないことを判別した場合にはステップＳ２２
２へ進む。ステップＳ２２２では、カメラ本体からの命令が上述した命令以外の命令、例
えば他の光学情報要求命令であれば、この光学情報をカメラ本体へ送信する。その後はス
テップＳ２０２へ戻る。
【０１２６】
　本実施例のカメラシステムによれば、イメージ・サークルの違う交換レンズを装着した
場合にも、使用者が間違えることなく記録画像データ寸法を設定することができる。
【実施例２】
【０１２７】
　次に、本発明の実施例２であるカメラシステムについて、図９および図１０を用いて説
明する。図９は、本実施例のカメラシステムにおける構成を示す図であり、実施例１で説
明した部材と同じ部材については同一符号を付している。また、図１０は、本実施例にお
けるカメラ本体側（カメラ制御ＣＰＵ３１）の動作を示すフローチャートである。
【０１２８】
　本実施例のカメラシステムは、図９に示すように、実施例１におけるカメラシステムの
構成から記録画像データ寸法設定スイッチ５７を除いたものであり、他の構成は実施例１
と同様である。
【０１２９】
　すなわち、実施例１では、記録画像データ寸法設定スイッチ５７の操作に応じて記録画
像データ寸法を設定（撮影者操作によって設定）するものであるが、本実施例では、カメ
ラ本体に装着される交換レンズ（イメージ・サークル）に応じて自動的に記録画像データ
寸法を設定するものである。
【０１３０】
　具体的には、図３に示すように、カメラ本体５８にイメージ・サークルφ１の交換レン
ズ５９を装着した場合には、記録画像データ寸法を自動的にイメージ・サークルφ１に対
応した値に設定するものである。同様に、カメラ本体５８にイメージ・サークルφ２の交
換レンズ６０を装着した場合には、記録画像データ寸法を自動的にイメージ・サークルφ
２に対応した値に設定するものである。このように自動的に記録画像データ寸法を設定す
ることにより、使用者は記録画像データ寸法の設定に煩わされることがなく、カメラシス
テムの使い勝手を向上させることができる。
【０１３１】
　したがって、本実施例のカメラ制御ＣＰＵ３１における動作は、実施例１の図７で説明
した動作のうちステップＳ１０５、Ｓ１１０、Ｓ１１１の動作を除いている。
【０１３２】
　以下、図１０に示すフローチャートのうち本実施例の特徴部分（ステップＳ１０４～ス
テップＳ１０９）について説明する。なお、以下に説明する動作以外の動作は、実施例１
で説明した図７に示す動作と同じ動作であり、同じステップには同一符号を付している。
【０１３３】
　ステップＳ１０４では、ステップＳ１０３で取得したイメージ・サークルに関する情報
に基づいて、カメラ本体に装着された交換レンズのイメージ・サークルがφ１およびφ２
のうちいずれかであるかを判別する。ここで、イメージ・サークルφ１である場合には、
ステップＳ１０６に進み、記録画像データ寸法をイメージ・サークルφ１に対応した値に
設定する。
【０１３４】
　そしてステップＳ１０７に進み、カメラ制御ＣＰＵ３１は、図５（ｂ）に示す表示状態
となるように表示部４９の駆動制御を行う。また、光学ファインダでの表示状態が図５（
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ｅ）に示す状態となるように、視野変更部材駆動部５４を介して視野変更部材５３の駆動
制御を行う。これにより、表示部４９および光学ファインダでの表示を、イメージ・サー
クルφ１に合わせたものとすることができる。
【０１３５】
　一方、ステップＳ１０４において、ステップＳ１０３で受信したイメージ・サークルに
関する情報がイメージ・サークルφ２である場合には、ステップＳ１０８に進み記録画像
データ寸法をイメージ・サークルφ２に対応した値に設定する。
【０１３６】
　そして、ステップＳ１０９において、カメラ制御ＣＰＵ３１は、図５（ｃ）又は図５（
ｄ）に示す表示状態となるように表示部４９の駆動制御を行う。また、光学ファインダで
の表示状態が図５（ｆ）に示す状態となるように、視野変更部材駆動部５４を介して視野
変更部材５３の駆動制御を行ったり、光学ファインダでの表示状態が図５（ｇ）に示す状
態となるように、変倍駆動部５５を介して接眼レンズ２５の駆動制御を行ったりする。こ
れにより、光学ファインダでの表示状態をイメージ・サークルφ２に合わせたものとする
ことができる。
【実施例３】
【０１３７】
　次に、本発明の実施例３であるカメラシステムについて、図１１から図１４を用いて説
明する。本実施例におけるカメラシステムの構成は、実施例１のカメラシステムの構成（
図１）と同様であり、同一部材については同一符号を付して説明を省略する。
【０１３８】
　図１１は、本実施例におけるカメラ制御ＣＰＵ３１の動作を示すフローチャートであり
、カメラ制御ＣＰＵ３１が、カメラの機種、シャッタ速度、シャッタの構成に関する情報
等を含むカメラＩＤコードをメモリ３１ａ内に有する場合を示す。この図１１に示す動作
は、上述した図７のステップＳ１０２における動作を変更したものであり、他の動作は図
７と同様であるため、同じステップについては同一符号を付して説明を省略する。
【０１３９】
　図１１のステップＳ３０１において、カメラ制御ＣＰＵ３１はレンズ制御ＣＰＵ１１と
の通信によって、レンズＩＤコードデータの受信を行うとともに、カメラＩＤコードデー
タの送信を行う。
【０１４０】
　図１２は、本実施例の変形例におけるカメラ制御ＣＰＵ３１の動作を示すフローチャー
トであり、カメラ制御ＣＰＵ３１がカメラＩＤコードを持たない場合を示す。同図は、図
７に示すフローチャートからステップＳ１０３～Ｓ１１１を除いたものであって、かつス
テップＳ３０２、Ｓ３０３を加えたものである。なお、図１２の他のステップは、図７と
同様であるため、同一符号を付して説明を省略する。
【０１４１】
　図１２のステップＳ３０２において、カメラ制御ＣＰＵ３１は、後述するようにレンズ
制御ＣＰＵ１１からエラーデータを受信したか否かを判別し、エラーデータを受信した場
合にはステップＳ３０３に進み、受信していない場合にはステップＳ１１２に進む。
【０１４２】
　ステップＳ３０３において、カメラ制御ＣＰＵ３１は、不図示のミラー駆動機構を介し
て主ミラー２１を撮影光路から退避させるとともに、表示部４９において撮影動作を禁止
する旨の表示を行うことによって撮影者に警告を行う。ここで、主ミラー２１が撮影光路
から退避しているときには、接眼レンズ２５を介して被写体像を観察することができなく
なっているため、撮影者は表示部４９での表示を含めて警告がなされていることを認識す
ることになる。
【０１４３】
　ステップＳ３０３での警告を行った後は、ステップＳ１２５に進んで本処理を終了する
。
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【０１４４】
　図１３は、本実施例の変形例におけるカメラ制御ＣＰＵ３１の動作を示すフローチャー
トであり、カメラ制御ＣＰＵ３１がカメラＩＤコードを有しているが、カメラ本体におい
て記録画像データ寸法を変更することができない場合について示している。同図は、図１
１に示すフローチャートからステップＳ１０３～Ｓ１１１を除いたものであって、かつス
テップＳ３０２、Ｓ３０３を加えたものである。なお、図１３の他のステップは、図１１
と同様であるため、同一符号を付して説明を省略する。
【０１４５】
　図１３のステップＳ３０２において、カメラ制御ＣＰＵ３１は、後述するようにレンズ
制御ＣＰＵ１１からエラーデータを受信したか否かを判別し、エラーデータを受信した場
合にはステップＳ３０３に進み、受信していない場合にはステップＳ１１２に進む。
【０１４６】
　ステップＳ３０３において、カメラ制御ＣＰＵ３１は、不図示のミラー駆動機構を介し
て主ミラー２１を撮影光路から退避させるとともに、表示部４９において撮影動作を禁止
する旨の表示を行うことによって撮影者に警告を行う。ここで、主ミラー２１が撮影光路
から退避しているときには、接眼レンズ２５を介して被写体像を観察することができなく
なっているため、撮影者は表示部４９での表示を含めて警告がなされていることを認識す
ることになる。
【０１４７】
　ステップＳ３０３での警告を行った後は、ステップＳ１２５に進んで本処理を終了する
。
【０１４８】
　図１４は、イメージ・サークルがφ２である交換レンズにおけるレンズ制御ＣＰＵ１１
の動作を示すフローチャートである。同図のフローチャートは、図８におけるステップＳ
２０２、Ｓ２０３の代わりにステップＳ４０１、ステップＳ４０２を加えているとともに
、ステップＳ４０３からステップＳ４０６まで加えている。なお、他のステップにおける
動作は図８で説明した動作と同様であるため、同一符号を付して説明を省略する。
【０１４９】
　図１４のステップＳ４０１において、レンズ制御ＣＰＵ１１は、カメラ本体（カメラ制
御ＣＰＵ３１）からの命令が、図１１のステップＳ３０１での命令であるか否か、つまり
カメラＩＤコードデータの受信命令およびレンズＩＤコードデータの送信命令を示すもの
であるか否かを判別し、そうであればステップＳ４０２へ進み、カメラＩＤコードデータ
を受信したり、レンズＩＤコードデータをカメラ本体側に送信したりする。
【０１５０】
　ステップＳ４０３では、カメラＩＤコードデータの有無を判別する。ここで、カメラＩ
Ｄコードデータを受信していない場合、すなわち、交換レンズが図１２で示したカメラＩ
Ｄコードを持たないカメラに装着されている場合には、カメラ本体側における記録画像デ
ータ寸法が不明となるため、ステップＳ４０５においてレリーズ動作を禁止する旨のデー
タをカメラ制御ＣＰＵ３１に送信することで、劣化した画像の記録を行わないようにする
。
【０１５１】
　例えば、カメラ制御ＣＰＵ３１に対してエラーとなるデータ（エラーデータ）を送信す
ることで、カメラ制御ＣＰＵ３１は、図１２および図１３のステップＳ３０２、Ｓ３０３
で説明したように主ミラー２１を撮影光路から退避させるとともに、表示部４９において
レリーズ動作を禁止する旨の表示を行う。
【０１５２】
　一方、ステップＳ４０３においてカメラのＩＤコードデータがある場合には、交換レン
ズの装着されたカメラ本体の種類を判別することが可能となる。
【０１５３】
　ステップＳ４０４において、送信されたカメラＩＤコードデータが既知のデータである
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か否か、すなわち、レンズ制御ＣＰＵ１１のメモリ１１ａ内に記録されたカメラＩＤコー
ドデータであるか否かを判別する。ここで、送信されたカメラＩＤコードが、レンズ制御
ＣＰＵ１１の有するカメラＩＤコードである場合には、このカメラＩＤコードに基づいて
カメラ本体での撮像素子４１のサイズを判別することができるため、ステップＳ４０５に
進む。
【０１５４】
　ステップＳ４０５では、レンズ制御ＣＰＵ１１のメモリ１１ａ内に格納された情報のう
ち受信したカメラＩＤコードに対応した情報に基づいて、交換レンズが装着されたカメラ
本体における撮像素子４１のサイズを判別する。ここで、撮像素子４１のサイズが、イメ
ージ・サークルφ１に対応した大きさである場合には、装着された交換レンズのイメージ
・サークルがφ２であり、図４で説明したように画像劣化の生じる部分が発生するため、
ステップＳ４０６に進んで、カメラ制御ＣＰＵ３１に対してエラーデータを送信する。こ
こで、エラーデータを受信したカメラ制御ＣＰＵ３１は、上述したように主ミラー２１を
撮影光路から退避させるとともに、表示部４９にレリーズ動作を禁止する旨を表示させて
、撮影者に警告を行う。
【０１５５】
　一方、ステップＳ４０５において、交換レンズ（イメージ・サークルφ２）が装着され
たカメラ本体における撮像素子４１のサイズが、イメージ・サークルφ２に対応した大き
さである場合には、画像劣化が生じないためステップＳ４０１へ戻る。
【０１５６】
　ステップＳ４０４において、送信されたカメラＩＤコードデータが未知のデータである
場合には、ステップＳ４０１に進む。この場合には、カメラＩＤコードデータから撮像素
子４１のサイズを判別することができないため、ステップＳ２０５で送信するイメージ・
サークルに関する情報に基づいてカメラ制御ＣＰＵ３１が交換レンズのイメージ・サーク
ルを判別することになる。
【０１５７】
　そして、カメラ本体における記録画像データ寸法がイメージ・サークルφ１に対応した
大きさである場合には、上述したように、記録画像データ寸法をイメージ・サークルφ２
に対応した大きさに変更したり、レリーズ動作の禁止およびこの旨の表示によって警告を
行ったりすることになる。
【０１５８】
　また、カメラ本体の記録画像データ寸法がイメージ・サークルφ２に対応した大きさで
ある場合には、画像劣化が生じることがないため警告を行うことなくカメラ本体側での動
作を続けることになる。
【図面の簡単な説明】
【０１５９】
【図１】本発明の実施例１であるカメラシステムの構成図である。
【図２】実施例１において、交換レンズおよびカメラ本体間の通信を示したタイミングチ
ャートである。
【図３】カメラ本体に対して互いに異なるイメージ・サークルを有する交換レンズを装着
するときの説明図である。
【図４】イメージ・サークルと記録画像データ寸法との関係を示す図である。
【図５（Ａ）】イメージ・サークルに応じた記録画像寸法と記録画像との関係を示す図（
ａ）、表示部での表示画像を示す図（ｂ～ｄ）である。
【図５（Ｂ）】光学ファインダでの表示画像を示す図（ｅ～ｇ）である。
【図６】表示部および光学ファインダでの警告表示例を示す図である。
【図７】実施例１におけるカメラ本体側での動作を示すフローチャートである。
【図８】実施例１における交換レンズ側での動作を示すフローチャートである。
【図９】本発明の実施例２であるカメラシステムの構成図である。
【図１０】実施例２におけるカメラ本体側での動作を示すフローチャートである。
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【図１１】本発明の実施例３におけるカメラ本体側での動作を示すフローチャートである
。
【図１２】実施例３の変形例におけるカメラ本体側での動作を示すフローチャートである
。
【図１３】実施例３におけるカメラ本体側での動作を示すフローチャートである。
【図１４】実施例３における交換レンズ側での動作を示すフローチャートである。
【符号の説明】
【０１６０】
１　　　レンズ鏡筒
１１　　レンズ制御ＣＰＵ
２５　　接眼レンズ
３１　　カメラ制御ＣＰＵ
４１　　撮像素子
４３　　ＣＤＳ／ＡＧＣ回路
４７　　カメラＤＳＰ
４９　　表示部
５３　　視野変更部材
５７　　記録画像データ寸法設定スイッチ
５８　　カメラ
５９　　交換レンズ（イメージ・サークルφ１）
６０　　交換レンズ（イメージ・サークルφ２）

【図１】 【図２】
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【図５（Ａ）】 【図５（Ｂ）】
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【図６】 【図７】

【図８】 【図９】
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【図１０】 【図１１】

【図１２】 【図１３】



(23) JP 4383841 B2 2009.12.16

【図１４】
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