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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被写体像を形成する撮影レンズと、
　前記被写体像を観察する一眼レフレックスファインダと、
　前記撮影レンズを通過する光の量を変化させる絞りと、
　撮像動作に連動して前記撮影レンズを通過した光を受光し、受光量に応じた画像データ
を取得する撮像部と、
　前記画像データに前記絞りでの光の回折による影響が生じないような所定の絞り値範囲
内で前記絞りを開閉させる絞り駆動手段と、
　前記撮影レンズと前記撮像部との間に介在し、前記撮影レンズの光軸上から退避した第
１ミラー位置と、前記撮影レンズの光軸上において前記撮影レンズを通過した光を前記撮
像部と前記一眼レフレックスファインダとに導く第２ミラー位置とに選択的に位置決め可
能なハーフミラーと、
　前記ハーフミラーを、被写体観察時には前記第２ミラー位置に定め、前記撮像動作に連
動して前記第１ミラー位置又は前記第２ミラー位置に選択的に定めるミラー駆動手段と、
　前記被写体像の輝度に応じた適正露光値を算出し、前記適正露光値に基づいて適正絞り
値と適正シャッタスピード値とを設定する適正露光値算出手段と、
　前記撮像部における前記画像データを取得可能な領域のうち、前記画像データを取得す
る領域を調整する画像取得領域調整手段とを備え、
　前記適正絞り値が前記所定の絞り値範囲内の値であるとき、前記ミラー駆動手段が前記
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撮像動作に連動して前記ハーフミラーを前記第１ミラー位置に定め、前記撮影レンズを通
過した光を直接前記撮像部に導く通常撮影モードと、
　前記適正絞り値が前記所定の絞り値範囲外の値であるとき、前記ミラー駆動手段が前記
撮像動作に連動して前記ハーフミラーを前記第２ミラー位置に定め、前記撮影レンズを通
過した光を前記ハーフミラーを透過させて前記撮像部に導くミラーダウン撮影モードとを
有し、
　前記ミラーダウン撮影モードの場合、前記画像取得領域調整手段が前記撮影レンズを通
過した光が前記ハーフミラーを透過することによりシフトする量に対応して、前記画像デ
ータを取得する領域をシフトさせることを特徴とする一眼レフ式電子スチルカメラ。
【請求項２】
　前記ハーフミラーが、撮影レンズを通過した光を、およそＥｖ３相当減光させて前記撮
像部に導くことを特徴とする請求項１に記載の一眼レフ式電子スチルカメラ。
【請求項３】
　前記ミラーダウン撮影モードの場合において、前記撮像動作に連動して、前記撮像動作
が開始されたことを表示する撮像開始表示を行う表示部をさらに備え、前記撮像開始表示
が前記一眼レフフレックスファインダから観察可能であることを特徴とする請求項１に記
載の一眼レフ式電子スチルカメラ。
【請求項４】
　前記撮像開始表示が、前記一眼レフレックスファインダから前記被写体像が観察されな
くなる擬似ブラックアウトであることを特徴とする請求項３に記載の一眼レフ式電子スチ
ルカメラ。
【請求項５】
　前記所定の絞り値範囲がＡＰＥＸ値においておよそＡｖ０～Ａｖ６の範囲であることを
特徴とする請求項１に記載の一眼レフ式電子スチルカメラ。
【請求項６】
　前記適正露光値算出手段が、前記ミラーダウン撮影モードにおいて、前記ハーフミラー
を透過した光に対する前記適正絞り値が前記所定の絞り値範囲内の値になるように、前記
適正絞り値と前記適正シャッタスピード値との少なくとも一方をシフトさせることを特徴
とする請求項１に記載の一眼レフ式電子スチルカメラ。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、固体撮像素子により被写体像を検出する電子スチルカメラに関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来、撮像素子として１／２インチ以下のサイズのＣＣＤを用いる電子スチルカメラが知
られているが、近年、このサイズのＣＣＤに対して、画質向上のために３００万～４００
万という多くの画素が配置されている。このような高画素ＣＣＤでは画素自体は非常に小
さくなる。
【０００３】
このような画素の小さいＣＣＤを用いたカメラは、撮影レンズの絞りの径が小さく絞り込
まれることにより生じる光の回折の影響を受けやすく、輝度の高い被写体を撮影すると鮮
明な画像を得ることができないことがあった。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
本願発明は、以上の問題点を解決するものであり、高画素ＣＣＤを用いつつ、高輝度な被
写体に対して、鮮明に撮影可能な電子スチルカメラを得ることを目的とする。
【０００５】
【課題を解決するための手段】
本発明の一眼レフ式電子スチルカメラは、被写体像を形成する撮影レンズと、被写体像を
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観察する一眼レフレックスファインダと、撮影レンズを通過する光の量を変化させる絞り
と、撮像動作に連動して撮影レンズを通過した光を受光し、受光量に応じた画像データを
取得する撮像部と、画像データに絞りでの光の回折による影響が生じないような所定の絞
り値範囲内で絞りを開閉させる絞り駆動手段と、撮影レンズと撮像部との間に介在し、撮
影レンズの光軸上から退避した第１ミラー位置と、撮影レンズの光軸上において撮影レン
ズを通過した光を撮像手段と前記一眼レフレックスファインダとに導く第２ミラー位置と
に選択的に位置決め可能なハーフミラーと、ハーフミラーを、被写体観察時には第２ミラ
ー位置に定め、撮像動作に連動して第１ミラー位置又は前記第２ミラー位置に選択的に定
めるミラー駆動手段と、被写体像の輝度に応じた適正露光値を算出し、適正露光値に基づ
いて適正絞り値と適正シャッタスピード値とを算出する適正露光値算出手段とを備え、適
正絞り値が所定の絞り値範囲内の値であるとき、ミラー駆動手段が撮像動作に連動してハ
ーフミラーを第１ミラー位置に定め、撮影レンズを通過した光を直接前記撮像部に導く通
常撮影モードと、適正絞り値が所定の絞り値範囲外の値であるとき、ミラー駆動手段が前
記撮像動作に連動してハーフミラーを第２ミラー位置に定め、撮影レンズを通過した光を
ハーフミラーを透過させて撮像部に導くミラーダウン撮影モードとを有することを特徴と
する。
【０００６】
例えば、ハーフミラーが、撮影レンズを通過した光を、およそＥｖ３相当減光させて撮像
部に導く。
【０００７】
好ましくは、撮像部における画像データを取得可能な領域のうち、画像データを取得する
領域を調整する画像取得領域調整手段をさらに備え、ミラーダウン撮影モードの場合、画
像取得範囲調整手段が、撮影レンズからの光が前記ハーフミラーを透過することによりシ
フトする量に対応して、画像データを取得する領域をシフトさせる。
【０００８】
好ましくは、ミラーダウン撮影モードの場合において、撮像動作に連動して、撮像動作が
開始されたことを表示する撮像開始表示を行う表示部をさらに備え、撮像開始表示が一眼
レフフレックスファインダから観察可能である。
【０００９】
例えば、撮像開始表示が、一眼レフレックスファインダから被写体像が観察されなくなる
擬似ブラックアウトである。
【００１０】
例えば、所定の絞り値範囲がＡＰＥＸ値においておよそＡｖ０～Ａｖ６の範囲である。
【００１１】
好ましくは、適正露光値算出手段が、ミラーダウン撮影モードにおいて、ハーフミラーを
透過した光に対する適正絞り値が所定の絞り値範囲の値になるように、適正絞り値と適正
シャッタスピード値との少なくとも一方をシフトさせる。
【００１２】
【発明の実施の形態】
以下、図を用いて本発明の実施の形態を説明する。
図１は本実施形態が適用される電子スチルカメラ１０の断面を模式的に示す図である。
【００１３】
鏡筒部１１内には、フォーカシングレンズを含む複数のレンズから構成される撮影レンズ
群１２が収容される。撮影レンズ群１２の間には絞り１３が設けられる。絞り１３の開口
部１３Ａの径は、光の回折による影響が少ない範囲であるＡＰＥＸ値におけるＡｖ０（F
１．０）～ＡＶ６（F８．０）の範囲で調整自在である。絞り１３は撮影時に所定の径に
絞り込まれ、撮影レンズを通過する光は光量調節され、カメラボディ１４に導かれる。
【００１４】
カメラボディ１４内には、ハーフミラー１５が設けられ、通常、撮影レンズ群１２の光軸
ＬＰに対して略４５°に傾斜したダウン位置に定められている。ハーフミラー１５は所定
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の透過率を有する板状部材であり、一部の光を反射するとともに、他の光を透過させる性
質を有している。ハーフミラー１５がダウン位置に定められた状態において、ハーフミラ
ー１５に到達した光の一部は焦点板１６方向に反射され、残りの光はハーフミラー１５の
後方に導かれる。
【００１５】
ハーフミラー１５で反射された光は、焦点板１６の結像面に導かれ、結像面において被写
体像が結像される。焦点板１６上の被写体像はペンタプリズム１８により正立正像に変換
され、接眼部１９から観察される。焦点板１６の上には透過型の液晶ディスプレイ１７が
密着して設けられる。液晶ディスプレイ１７では後述する所定の撮影時において擬似ブラ
ックアウトが表示される。この擬似ブラックアウトが表示されている時は、ペンタプリズ
ム１８はハーフミラー１５からの光から遮光され、接眼部１９から被写体像は観察されな
くなる。
【００１６】
接眼部１９の上方には測光素子２３が設けられる。測光素子２３は光起電素子であり、受
光した光の輝度を測定する。レリーズボタン２２が半押しされると、これに連動して焦点
板１６上に結像された被写体像の輝度が測光素子２３によって検出され、この測定結果に
基づいて、適正露光量すなわち、適正絞り値（開口部１３Ａの開度）および適正シャッタ
スピード値が算出される。
【００１７】
一方、ハーフミラー１５を透過した光は後方に導かれ、ＣＣＤ２０に到達する。ＣＣＤ２
０は高画素を有し、受光面において２次元的に配置される各画素毎に、撮影レンズ群１２
からの光の受光量に応じた電荷を蓄積し、電荷信号として出力する。ＣＣＤ２０とハーフ
ミラー１５との間には、光学ローパスフィルタ２１が介在し、ＣＣＤ２０と光学ローパス
フィルタ２１とは密着する。光学ローパスフィルタ２１は、モアレ縞の原因となる高周波
数の光成分を選択的にカットするフィルタである。すなわち、ハーフミラー１５を透過し
た光は光学ローパスフィルタ２１により高周波数の光成分がカットされ、ＣＣＤ２０に到
達する。
【００１８】
レリーズボタン２２が全押しされると、撮影が実行され、静止画像が取得される。本実施
形態では撮影モードとして、通常撮影モードとミラーダウン撮影モードとが設けられる。
撮影モードの設定は、被写体像の輝度に応じて設定された適正絞り値によって自動的に選
択される。
【００１９】
被写体像の輝度が相対的に低く、算出された適正絞り値が絞り１３の絞り込み可能な（回
折による影響が少ない）範囲であるＡｖ６（Ｆ８．０）以内であるときは通常撮影モード
が選択される。通常撮影モードの場合、レリーズボタン２２が全押しされると、ハーフミ
ラー１５は支軸部１５Ａを中心として、矢印Ｘに示す図中時計回り方向に跳ね上げられ、
焦点板１６に平行（アップ位置）に位置決められて撮影が実行される。このとき撮影レン
ズ群１２からの光はＣＣＤ２０および光学ローパスフィルタ２１に直接、到達する。これ
により、接眼部１９から観察された被写体像と一致した像がＣＣＤ２０上に結像し、静止
画像として取得される。また、ハーフミラー１５がアップ位置に位置決めされることによ
り、焦点板１６はハーフミラー１５からの光から遮光され、接眼部１９からは被写体像は
観察されないブラックアウトの状態になる。
【００２０】
一方、被写体の輝度が相対的に高く、算出された適正絞り値が絞り１３の絞り込み可能な
範囲外である（Ａｖ６より大きい）ときはミラーダウン撮影モードが選択される。ミラー
ダウン撮影モードの場合、レリーズボタン２２が全押しされると、ハーフミラー１５はダ
ウン位置に定められたままで撮影が実行される。撮影レンズ群１２からの光はハーフミラ
ー１５を透過することにより、減光されてＣＣＤ２０および光学ローパスフィルタ２１に
到達する。これにより、撮影レンズ群１２からの光は、適正露光量についてＡＰＥＸ値で
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Ｅｖ３相当減少される。すなわち、ハーフミラー１５を透過してＣＣＤ２０に入射する光
量は、撮影レンズ群１２を通過した光と比較してＥｖ３相当だけ少なくなる。したがって
相対的に高輝度の被写体でも、ハーフミラー１５を透過させることにより絞り１３の絞り
込み可能な範囲であるＡｖ６以内の絞り値で適正露光量を得ることができる。
【００２１】
ミラーダウン撮影モードの場合、ハーフミラー１５はダウン位置に定められたまま撮影が
実行されるので、焦点板１６は遮光されず接眼部１９から被写体像を観察可能な状態のま
まである。本実施形態では、ミラーダウン撮影モードにおけるレリーズボタン２２の全押
しに連動して液晶ディスプレイ１７の画面上に擬似ブラックアウトが表示される。すなわ
ち、ミラーダウン撮影モードが選択され、撮影動作が実行されると、液晶ディスプレイ１
７は画面全面が黒色一色で表示（遮光）され、接眼部１９からはブラックアウトと同様に
被写体像が観察できなくなる。このような擬似ブラックアウトを表示することにより、ユ
ーザに対して撮影動作が実行されたことが報知される。さらに擬似ブラックアウトを表示
することにより、接眼部１９からの光がカメラボディ内に入り、被写体像検出の妨げとな
ることを防ぐ効果がある。
【００２２】
また、ミラーダウン撮影モードの場合、撮影レンズ群１２からの光はハーフミラー１５を
透過して、ＣＣＤ２０、光学ローパスフィルタ２１に到達するので、撮影レンズ群１２か
らの光は、ハーフミラー１５透過時に屈折する。通常撮影モードの場合、すなわち撮影時
において撮影レンズ群１２からの光が直接にＣＣＤ２０、光学ローパスフィルタ２１に到
達する場合、撮影レンズ群１２の光軸ＬＰはそのまま、ＣＣＤに到達するが、ミラーダウ
ン撮影モードの場合、ハーフミラー１５を透過することにより光軸ＬＰは、δ分だけ下方
に屈折してＣＣＤ２０に到達する。このように、通常撮影モードとミラーダウン撮影モー
ドでは、ＣＣＤ２０における被写体像の結像する位置が異なる。本実施形態では、ミラー
ダウン撮影モードの場合、光軸ＬＰがずれたδ分に応じて、ＣＣＤ２０によって読み出さ
れた画像のうち静止画像として切り出す範囲を変更して（シフトさせて）、被写体像の結
像した範囲に対応した静止画像を取得する。
【００２３】
以上のように、本実施形態では被写体像の輝度が高いときには、撮影レンズ群１２からの
光は、ハーフミラー１５を透過し、減光してＣＣＤ２０に到達するので、絞り１３を所定
値以上に絞り込ませないので、光の回折により画像に影響が生じない範囲内で撮影をする
ことができる。
【００２４】
図２はカメラ１０の回路構成を示すブロック図である。
システムコントロール回路４０はＣＰＵ（図示せず）を有し、カメラ１０全体を制御する
回路である。システムコントロール回路４０にはＤＣ／ＤＣコンバータ４３を介して電池
４４が接続されており、システムコントロール回路４０により各回路に電源が供給される
。またシステムコントロール回路４０には、メインスイッチM、測光スイッチ４１Ａ、レ
リーズスイッチ４１Ｂが接続されている。
【００２５】
メインスイッチＭは、カメラ１０を撮影可能な状態又は省電力状態に定めるスイッチであ
る。メインスイッチＭは、図示しないメインボタンを手動で切り替えることによりオン又
はオフ状態に切りかえられる。メインスイッチMがオフ状態に定められているときは、シ
ステムコントロール回路４０は、クロックジェネレータ５０で発生するクロック信号を低
速に切り替えることにより、低消費電力動作モードで動作する。
【００２６】
メインスイッチＭがオン状態に定められているときは、外部表示機構７０に被写体像を動
画像として表示するための処理が施される。すなわち、ハーフミラー１５を透過した光が
光学ローパスフィルタ２１を介して、ＣＣＤ２０に到達し、被写体像が結像される。ＣＣ
Ｄ２０では光電変換によって被写体像に応じた画像信号が順次発生し、クロックジェネレ
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ータ５０で発生するクロック信号に基づいて、ＣＣＤドライバ５１により１フレーム分の
画像信号が所定の間隔で読み出されアンプ５２に送られる。
【００２７】
画像信号はアンプ５２により増幅されて、Ａ／Ｄ変換器５３によりデジタルの画像信号に
変換される。デジタルの画像信号は、信号処理回路５４に出力され、ガンマ補正、輪郭強
調等の様々な処理が施され、画像データが生成される。画像データは一旦バッファメモリ
Ｂに格納された後、システムコントロール回路４０により、記録や表示に利用する有効な
画像信号を取り出す切り出し処理などが施されるとともに、外部表示機構７０に送られ、
被写体像が動画像として表示される。
【００２８】
メインスイッチＭがオン状態であり、且つレリーズボタン２２（図１参照）の半押しに連
動する測光スイッチ４１Ａがオン状態に定められると、ＴＴＬ測光により適正露光量を検
出するための処理が開始される。システムコントロール回路４０の制御により測光素子２
３が駆動し、被写体の輝度が検出される。露光制御回路６０では、測光素子２３で検出さ
れた輝度に基づいた適正露光量が検出され、所定のプログラム演算アルゴリズムに基づい
て適正絞り値（適性Ａｖ値）、適正シャッタスピード値（適正Ｔｖ値）が算出される。適
正絞り値および適正シャッタスピード値に関するデータはメモリ回路４５に一時的に記憶
される。また、システムコントロール回路４０では、算出された適正絞り値のデータに基
づいて撮影モードが選択される。撮影モードに関するデータはメモリ回路４５に一時的に
記憶される。
【００２９】
また、測光スイッチ４１Ａがオン状態に定められると、撮影レンズ群１２の合焦位置を検
出するための処理が開始される。システムコントロール回路４０の制御により、ＣＣＤド
ライバ５１がＣＣＤ２０を駆動させ、被写体像の輝度信号が検出される。輝度信号はアン
プ５２により増幅されて、システムコントロール回路４０に入力される。システムコント
ロール回路４０では、輝度信号からコントラスト値を算出し、現在のレンズ位置から合焦
状態となるレンズ位置までの駆動量が算出される。この駆動量に基づいてＡＦ駆動機構６
２はフォーカシングレンズを前後に移動させて、合焦動作を行なう。なお、このレンズ位
置は通常撮影モードの撮影時においてＣＣＤ２０の受光面上に焦点が合うように設定され
ている。
【００３０】
メインスイッチＭがオン状態であり、且つレリーズボタン２２の全押しに連動するレリー
ズスイッチ４１Ｂがオン状態に定められると、静止画像を記録するための処理が開始され
る。システムコントロール回路４０によりメモリ回路４５に記憶された撮影モード関する
データが読み出され、このデータに基づいてミラー駆動機構４８が駆動する。すなわち、
ミラーダウン撮影モードが選択されている場合、ハーフミラー１５は駆動せず、一方、通
常撮影モードが選択されている場合、ハーフミラー１５はミラー駆動回路４８によって光
軸ＬＰ上から退避する。
【００３１】
絞り駆動機構６１は、メモリ回路４５から読み出された適正絞り値に関するデータに基づ
いて、絞り１８を駆動させる。ＣＣＤ２０は算出された適正シャッタスピード値に関する
データに基づいて所定時間露光され、受光した光量に応じた画像信号に変換する。ＣＣＤ
ドライバ５１の制御によりＣＣＤ２０からは１フレーム分の画像信号が読み出され、アン
プ５２、Ａ／Ｄ変換器５３、信号処理回路５４を介してバッファメモリＢに送られる。
【００３２】
バッファメモリＢでは、選択された撮影モードに応じて、静止画像として取得される（切
り出される）範囲が設定される。ミラーダウン撮影モードの場合は撮影レンズ群１２から
の光はハーフミラー１５を通過することにより下方にδ分だけ下方向にシフトして（図１
参照）、ＣＣＤ２０に到達する。したがって、撮影レンズ群１２から直接ＣＣＤ２０に到
達する通常撮影モードを基準とすると、ミラーダウン撮影モードの場合、像は下方にシフ
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トした位置に結像する。
【００３３】
通常撮影モードの場合、バッファメモリＢでは入力された画像信号の中からＣＣＤ２０の
受光面における所定の範囲内の画素から出力された画像信号を切り出す。この所定範囲は
接眼部１９から観察される被写体像に対応する範囲である。一方、ミラーダウン撮影モー
ドの場合、光がシフトしたδ分だけ所定の範囲から下方向にシフトした範囲内の画素から
出力された画像信号を切り出す。
【００３４】
バッファメモリＢから出力された画像信号は、画像圧縮回路５５に送られ、非圧縮又は圧
縮処理される。処理された画像信号は記録処理回路５６により図示しない記録媒体に記録
される。
【００３５】
メインスイッチＭがオン状態に定められているときに、システムコントロール回路４０内
に設けられるタイマー（図示せず）において測光スイッチ４１Ａ、レリーズスイッチ４１
Ｂのオフ状態が所定時間保持されたと判定されると、省電力状態に定められる。
【００３６】
システムコントロール回路４０にはストロボ制御回路６７が接続され、図示しないストロ
ボスイッチがオン状態に定められたときにレリーズスイッチ４１Ｂに連動してストロボ６
８が点灯し、被写体を照射する。
【００３７】
図３は電子スチルカメラ１０における撮影動作の処理手順のメインルーチンを示すフロー
チャートである。
【００３８】
ステップＳ１０１では、メインスイッチＭがオン状態か否かが判定される。メインスイッ
チＭがオン状態でないと判定されたときは、ステップＳ１１３にスキップし、省電力状態
が維持される。一方、メインスイッチＭがオン状態であると判定されたときは、ステップ
Ｓ１０２において省電力状態が解除され、システムコントロール回路４０内に設けられる
タイマー（図示せず）がスタートする。
【００３９】
ステップＳ１０３では測光スイッチ４１Ａがオン状態か否かが判定される。測光スイッチ
４１Ａがオン状態でないと判定されたときはステップＳ１０４において、タイマーがスタ
ートしてから５秒経過したか否かが判定される。５秒経過していないと判定された場合は
ステップＳ１０３に戻る。一方、ステップＳ１０４においてタイマーがスタートしてから
５秒経過したと判定されたときは、ステップＳ１０５において省電力状態に定められ、ス
テップＳ１０６において測光スイッチ４１Ａがオン状態か否かが判定される。測光スイッ
チ４１Ａがオン状態に定められるまで、ステップＳ１０６は反復実行され、オン状態であ
ると判定されたときはステップＳ１０２に戻る。
【００４０】
ステップＳ１０３において、測光スイッチ４１Ａがオン状態であると判定されたときは、
ステップＳ１０７において測光素子２３による適正露光量が検出され、ＣＣＤ２０により
合焦位置が検出される。ステップＳ１０８では、測光素子２３で検出された適正露光量に
基づいて、適正絞り値、適正シャッタスピード値が算出される。
【００４１】
ステップＳ１０９では算出された適正絞り値の大きさがＡＰＥＸ値においてＡｖ６（Ｆ８
．０）より大きいか否かが判定される。適正絞り値がＡｖ６より大きくないと判定された
場合、すなわち、被写体が相対的に低輝度で、算出された適正絞り値が、絞り１３の絞り
込み可能な範囲内の値であると判定された場合はステップＳ１１０において通常撮影モー
ドによる撮影が実行され、ステップＳ１１１に進む。一方、適正絞り値がＡｖ６よりも大
きいと判定された場合、すなわち被写体が相対的に高輝度で、適正絞り値が絞り１３の絞
り込み可能な範囲内の値でないと判定されたときはステップＳ１１２においてミラーダウ
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ン撮影モードによる撮影が実行され、ステップＳ１１１に進む。ステップＳ１１１では、
メインスイッチＭがオフ状態か否かが判定される。オフ状態でないと判定されたときは、
ステップＳ１０３に戻る。一方、ステップＳ１１１においてメインスイッチＭがオフ状態
であると判定されたときステップＳ１１３において省電力状態に定められ撮影動作は終了
する。
【００４２】
図４は図３のステップＳ１１０においてコールされる通常撮影モードによる撮影のサブル
ーチンを示すフローチャートである。
【００４３】
通常撮影モードの撮影が実行されると、ステップＳ２０１においてレリーズスイッチ４１
Ｂがオン状態か否かが判定される。レリーズスイッチ４１Ｂがオン状態でないと判定され
たときは、図３のメインルーチンに戻る。
【００４４】
レリーズスイッチ４１Ｂがオン状態であると判定されたときはステップＳ２０２において
、ハーフミラー１５が光軸ＬＰから退避して焦点板１６と平行なアップ位置に定められる
。
【００４５】
ステップＳ２０３では露光制御がおこなわれる。すなわち適正絞り値は、そのまま実際に
絞り込まれる実駆動絞り値ＡｖＤに設定され、絞り１３が設定された適正絞り値（実駆動
絞り値）に定められ、算出された適正シャッタスピード値に応じてＣＣＤ２０が露光され
る。ステップＳ２０４では露光制御が完了したか否かが判定される。露光制御が完了して
いないと判定されたときは、ステップＳ２０３に戻る。ステップＳ２０５においてハーフ
ミラー１５がダウン位置に復帰する。
【００４６】
ステップＳ２０６では、ＣＣＤ２０で受光された光に応じた画像信号が読み出されてステ
ップＳ２０７において画像信号に対して種々の処理が施され、画像データが生成される。
ステップＳ２０８において画像データが記録媒体に記録される。以上により通常撮影モー
ドの撮影動作は終了し、図３のメインルーチンに戻る。
【００４７】
図５は図３のステップＳ１１２においてコールされるミラーダウン撮影モードにおける撮
影のサブルーチンを示すフローチャートである。
【００４８】
ミラーダウン撮影モードの撮影が開始されると、ステップＳ３０１において、算出された
適正絞り値がＡＰＥＸ値においてＡｖ９より大きいか否かが判定される。適正絞り値がＡ
ｖ９より大きいと判定された場合、すなわち撮影レンズ群１２から光がハーフミラー１５
を透過することにより減光されても、Ａｖ６以内の絞り値では露光オーバーになる場合、
ステップＳ３０２においてＡｖ９より大きい値分だけ適正シャッタスピード値を高速側に
シフトさせる。
【００４９】
一方、適正絞り値がＡｖ９より大きくないと判定された場合、すなわち、撮影レンズ群１
２からの光がハーフミラー１５を透過することにより、Ａｖ６以内の絞り値で適正露出値
を得ることができると判定された場合、ステップＳ３０３に進む。
【００５０】
ステップＳ３０３では、算出された適正絞り値がＡＰＥＸ値においてＡｖ９より小さいか
否かが判定される。適正絞り値がＡｖ９より小さいと判定された場合、すなわち撮影レン
ズ群１２からの光がハーフミラー１５を透過することにより、Ａｖ６の絞り値では、露光
アンダーになる場合、ステップＳ３０４に進み、Ａｖ９より小さい値分だけ適正シャッタ
スピード値を低速側にシフトさせる。
【００５１】
一方、ステップＳ３０３において、適正絞り値がＡｖ９より小さくないと判定された場合
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、ステップＳ３０１の判定結果とあわせて適正絞り値がＡｖ９であると判定される。この
場合適正シャッタスピード値は調整されずに、ステップＳ３０５にスキップする。
【００５２】
ステップＳ３０５ではレリーズスイッチ４１Ｂがオン状態か否かが判定される。オン状態
でないと判定された場合、図３のメインルーチンに戻る。一方、レリーズスイッチ４１Ｂ
がオン状態であると判定された場合、ステップＳ３０６において液晶ディスプレイ１７上
に擬似ブラックアウトが表示され、被写体像が接眼部１９から観察されなくなる。次にス
テップＳ３０７では、ハーフミラー１５の光路長分のピント補正処理が行なわれ、フォー
カシングレンズが所定量補正駆動される。ステップＳ３０８では、露光制御が実行される
。すなわち実際に絞り込まれる実駆動絞り値ＡｖＤはＡｖ６とされて、絞り１３がＡｖ６
の絞り値に定められ、ＣＣＤ２０が算出された適正シャッタスピード値又はシフトされた
適正シャッタスピード値に基づいて露光される。ステップＳ３０９において露光制御が完
了したか否かが判定され、露光制御が完了していないと判定されたときはステップＳ３０
８に戻る。
【００５３】
ステップＳ３０９において露光制御が完了したと判定されたときは、ステップＳ３１０に
おいて、フォーカシングレンズを前述のステップＳ３０７実行前の合焦位置に復帰駆動駆
動したのち、ステップＳ３１１において液晶ディスプレイ１７の擬似ブラックアウトの表
示が解除される。ステップＳ３１２ではＣＣＤ２０から画像信号が読み出され、ステップ
Ｓ３１３において、画像を取得する範囲がシフトし、接眼部１９から観察される被写体像
に対応した範囲の画像信号が切り出される。ステップＳ３１４では画像データに対して種
々の処理が施され、画像データが生成される。ステップＳ３１５において画像データが記
録媒体に記録される。以上によりミラーダウン撮影モードの撮影動作は終了し、図３のメ
インルーチンに戻る。
【００５４】
なお、上記ステップ３０４においては、上述した適正シャッタースピード値のシフト動作
の代わりに、たとえば、実際に絞り込まれる実駆動絞り値ＡｖＤを、Ａｖ６から９－Ａｖ
分だけ開放側にシフトさせる構成としてもよいし、両者をシフトさせる構成でもよい。す
なわち、適正露光量が維持されるように、適正シャッタースピード値または適正絞り値の
少なくとも一方の露出因子をシフトするように構成されていればよい。
【００５５】
以上のように本実施形態によれば、回折の生じる可能性の少ない範囲内で絞り１３を開閉
するので、光の回折による影響を生じることなく鮮明な画像を得ることができる。さらに
撮影動作時にはブラックアウトまたは擬似ブラックアウトが観察されるので、撮影動作が
実行されたことを容易に確認することができる。また、ミラーダウン撮影モードにおいて
、ハーフミラー１５透過による屈折に対し画像信号の切り出し範囲を調整することにより
解消するので、常に接眼部１９から観察された被写体像に対応した静止画像を取得するこ
とができる。
【００５６】
【発明の効果】
以上のように本発明により、高画素ＣＣＤを用いつつ、高輝度の画像を鮮明に検出するこ
とができる電子スチルカメラを得ることができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明を適用したカメラの断面を示す模式図である。
【図２】カメラの回路構成を示すブロック図である。
【図３】撮影動作のメインルーチンを示すフローチャートである。
【図４】通常撮影モードにおける撮影の処理手順を示すフローチャートである。
【図５】ミラーダウン撮影モードにおける撮影の処理手順を示すフローチャートである。
【符号の説明】
１３　絞り
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１５　ハーフミラー
１７　液晶ディスプレイ
２３　測光素子
４０　システムコントロール回路
Ｂ　　バッファメモリ

【図１】 【図２】
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【図５】
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