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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】撮像素子の駆動方法を切り替える際に動画が不
連続になることを防止する。
【解決手段】撮像装置１は、複数の駆動モードを切り替
えて駆動することができるとともに被写体の光学像を画
像データに変換する撮像部１４と、撮像部１４によって
得られた画像データを補正する画像処理部２０と、画像
処理部２０が画像データを補正するために使用する補正
パラメータを算出する補正パラメータ算出部１１２と、
使用者からの指示によって画像データを電子的に拡大ま
たは縮小する電子ズーム制御部６６と、電子ズーム制御
部６６によって倍率が変更された画像データを所定の時
間的な間隔で表示する画像表示部２８とを有し、撮像部
１４は、所定の倍率で駆動モードを切替えるとともに、
電子ズーム制御部６６によって変更される倍率に応じて
補正パラメータに対する補正の程度を変更する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の駆動モードを切り替えて駆動することができ、被写体の光学像を画像データに変
換する撮像手段と、
　前記撮像手段によって得られた画像データを補正する補正手段と、
　前記補正手段が前記画像データを補正するために使用する補正パラメータを算出する補
正パラメータ算出手段と、
　使用者からの指示によって前記画像データの倍率を電子的に変更する倍率変更手段と、
　前記倍率変更手段によって倍率が変更された画像データを所定の時間間隔で表示する画
像表示手段と、
　を有し、
　前記撮像手段は、前記画像データの倍率が所定の倍率となった際に駆動モードを切替え
るとともに、前記補正手段は、前記倍率変更手段によって変更される倍率に応じて、前記
補正パラメータ算出手段によって算出された前記補正パラメータに対する前記補正の程度
を変更することを特徴とする撮像装置。
【請求項２】
　前記駆動モードは、ワイド側において使用される第一の駆動モードと、テレ側において
使用される第二の駆動モードとを含み、前記撮像手段が前記第二の駆動モードで駆動して
いる場合には前記補正手段は補正を行わないことを特徴とする請求項１に記載の撮像装置
。
【請求項３】
　前記撮像手段が前記第一の駆動モードで駆動している場合には、前記補正手段は、前記
倍率変更手段によって変更される倍率が前記所定の倍率に近づくにつれ、前記補正パラメ
ータ算出手段によって算出された前記補正パラメータに対する前記補正の程度を小さくす
ることを特徴とする請求項２に記載の撮像装置。
【請求項４】
　前記撮像手段に被写体の光学像を結像させるレンズまたは前記レンズを装着可能な接続
手段と、
　前記レンズの状態を取得するレンズ情報取得手段と、
　をさらに有し、
　前記補正パラメータ算出手段は、前記レンズ情報取得手段が取得したレンズ情報に基づ
いて、前記補正パラメータを算出することを特徴とする請求項１乃至３のいずれか１項に
記載の撮像装置。
【請求項５】
　前記レンズ情報は、絞り量と、焦点距離と、前記レンズの光学特性の少なくとも１つを
含むことを特徴とする請求項４に記載の撮像装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、撮像装置に関する。詳しくは、本発明は、画像データに対する信号処理によ
って倍率を変更する電子変倍（電子ズーム）機能を有する撮像装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　デジタルビデオカムレコーダや、レンズを内蔵または着脱可能なデジタルカメラは、一
般的に、画像の倍率を光学的に変更する光学倍変機能（光学ズーム）と、画像データに対
する信号処理によって画像の倍率を変更する電子倍変機能（電子ズーム）を備える。
　特許文献１には、電子ズーム機能を有するデジタルカメラにおいて、２種類以上の異な
る画素読出し駆動モードを備えた撮像素子を用いて、画角に応じてモードを切替え可能な
構成が開示されている。
　また、特許文献２には、電子ズーム時の倍率に応じて、シェーディング補正を実行する
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か否か、またはシェーディング補正の程度を変更する構成が開示されている。
【０００３】
　撮像素子の駆動モードを切替える際には、シェーディング補正や周辺光量補正などの種
々の補正パラメータを再計算する必要がある。そして、補正項目の数が多くなると、駆動
モードの変更の際に再計算する補正パラメータが増加する。このため、従来の撮像装置に
は、計算に時間がかかると、駆動モードをシームレスに切り替えられないという問題があ
った。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００４－２８２６４８号公報
【特許文献２】特開２００６－１０１１１５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　前記実情に鑑み、本発明が解決しようとする課題は、電子ズームの倍率変更に応じて撮
像素子の駆動モードを切替える際に、駆動モードをシームレスに切り替えることができる
撮像装置を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　前記課題を解決するため、本発明は、複数の駆動モードを切り替えて駆動することがで
き、被写体の光学像を画像データに変換する撮像手段と、前記撮像手段によって得られた
画像データを補正する補正手段と、前記補正手段が前記画像データを補正するために使用
する補正パラメータを算出する補正パラメータ算出手段と、使用者からの指示によって前
記画像データの倍率を電子的に変更する倍率変更手段と、前記倍率変更手段によって倍率
が変更された画像データを所定の時間的な間隔で表示する画像表示手段とを有し、前記撮
像手段は、前記画像データの倍率が所定の倍率になった際に駆動モードを切替えるととも
に、前記補正手段は、前記倍率変更手段によって変更される倍率に応じて、前記補正パラ
メータ算出手段によって算出された前記補正パラメータに対する前記補正の程度を変更す
ることを特徴とする。
【発明の効果】
【０００７】
　本発明によれば、撮像素子の駆動モードを切替える際に、種々の補正パラメータの再計
算に要する時間を短縮できる。したがって、撮像素子の駆動モードをシームレスに切り替
えることができる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】図１は、本発明の実施形態にかかる撮像装置の構成を模式的に示すブロック図で
ある。
【図２】図２は、ライブビューの処理を示すフローチャートである。
【図３】図３は、周辺光量低下を模式的に示す図である。
【図４】図４（ａ）は、第一の駆動モードにおいて倍率が１倍である場合における周辺光
量低下と周辺光量補正の処理を模式的に示すグラフであり、図４（ｂ）は、第一の駆動モ
ードにおける周辺光量低下および周辺光量補正と、画像の切り出し領域（撮像範囲）との
関係を模式的に示す図であり、図４（ｃ）は、第二の駆動モードにおける周辺光量低下お
よび周辺光量補正と、画像の切り出し領域との関係を模式的に示す図である。
【図５】図５（ａ）は、周辺光量低下と周辺光量補正を模式的に示すグラフであり、図５
（ｂ）は、第一の駆動モードで駆動している場合において、補正量を小さくした場合の光
量を模式的に示すグラフであり、図５（ｃ）は、第二の駆動モードにおいて駆動している
場合において、画像の周辺光量低下を模式的に示すグラフである。
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【図６】図６は、補正量の変更の例を示すグラフである。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　以下に、本発明の好ましい実施の形態について、図面を参照して詳細に説明する。
【００１０】
　まず、本発明の実施形態の概要について説明する。
　本発明の実施形態にかかる撮像装置は、画像データに対する信号処理によって電子的に
倍率を変更する電子ズーム機能を有する。
　本発明の実施形態にかかる撮像装置は、被写体の光学像を電気信号に変換する撮像素子
を有する。そして、撮像装置は、この撮像素子が生成した電気信号をＡ／Ｄ変換部でデジ
タル形式に変換する。デジタル形式に変換された電気信号は、画像データ（静止画像デー
タまたは動画像データ）としていったん記憶部に格納される。そして、撮像装置は、画像
データを、ＶＲＡＭ（Video Random Access Memory）のサイズにあわせて倍率を変更し、
内蔵されている表示パネルなどに表示する。撮像装置は、このような処理を、１秒間に約
２４回、約３０回または約６０回行う。これにより、撮像装置は、いわゆるライブビュー
機能を実現する。
　しかしながら、たとえば前記処理を１秒間に６０回行う構成では、約１６．７ミリ秒ご
とに撮像素子から電気信号を読み出す必要がある。撮像素子のすべての画素から電気信号
を読み出すには、ある程度の時間を要する。このため、約１６．７ミリ秒の間に全ての画
素からの電気信号を読み出すことは困難なことがある。
【００１１】
　そこで、撮像素子の数ラインごとの画素から電気信号を読み出し、それ以外のラインの
画素からは電気信号を読み出さない構成が用いられる。たとえば、撮像素子から３ライン
ごとに１ラインの電気信号を読み出し、その間の２ラインは間引く。これにより、撮像素
子からの読み出し速度を速めることができる。以下、この方法を、「間引きモード」と称
する。
　また、同一ベイヤーの複数画素の電気信号を加算平均することによって、読み出し速度
の向上を図る方法もある。以下、この方法を、「加算平均モード」と称する。
　これらの方法は、電子ズームがワイド側（広角側）の倍率に設定されている場合に有効
である。すなわち、ワイド側においては（電子ズームの倍率が小さくなると）、撮像素子
の広範囲から電気信号を読み出す必要がある。このため、テレ側（望遠側）に比較して、
電気信号を読み出す画素数が多くなる。したがって、撮像素子からの電気信号の読み出し
に要する時間が長くなる。
　そこで、前記のような方法を用いることにより、撮像素子からの電気信号の読み出しに
要する時間を短くできる。以下、このようなワイド側の倍率に設定されている場合に有効
な撮像素子の駆動モードを、第一の駆動モードと称する。
【００１２】
　電子ズームがテレ側に設定されている場合においては、ワイド側に比較して、電気信号
を読み出す画素の数が少ない。このため、テレ側において前記の間引きモードまたは加算
平均モードを用いると、画像データの画素数がさらに少なくなるため、画質の劣化の要因
となる。また、テレ側に設定されている場合には、画角が小さく、画像信号を読み出す画
素の数が少ないため、間引きモードまたは加算平均モードを用いなくても、画像信号を高
速に読み出すことができる。このため、電子ズームがテレ側に設定されている場合には、
前記の間引きモードまたは加算平均モードを用いる必要性が低い。撮像素子の一部の領域
を、間引きモードまたは加算平均モードを用いずに駆動させるモードを、第二の駆動モー
ド（またはクロップモード）と称する。
【００１３】
　ところで、撮像装置は、撮像素子から読み出した電気信号（画像データ）に種々の補正
を行った後に現像する。または、撮像装置は、現像と同時に補正を行う。補正する項目に
は、例えば、シェーディング補正、周辺光量補正、周辺歪曲補正、周辺色収差補正があげ
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られる。
　シェーディング補正：シェーディングは、撮像素子の不均一性によって生じる輝度ムラ
であり、撮像素子などが有する特性の一つである。撮像素子にもよるが、一般には、撮像
素子の周辺部の方が中心部よりも輝度ムラが大きい。シェーディング補正は、シェーディ
ングを補正する処理をいう。
　周辺光量補正：一般に、撮像レンズを通過した光束は、絞りの形状に相似する形状とな
る。そして、絞りの周辺で光線が遮断されるため、周辺の明るさが減少することがある。
この現象を、口径食と称する。また、入射する光は、入射角度大きくなるにしたがって、
コサイン４乗則によって光量が低下する。さらに、絞りの開放付近では、撮像素子に斜め
に入射する光に対する撮像素子の感度が低下する現象が生じることがある。これらの減少
によって、光軸中心から離れるにしたがって、入射する光量が低下する。このような現象
を、周辺光量の低下現象と称する。周辺光量補正は、周辺光量の低下を補正する処理であ
る。
　周辺歪曲補正：光軸中心からずれた位置に結像される直線被写体は、曲線に歪むことが
ある。このような現象を周辺歪曲収差と称する。周辺歪曲補正は、周辺歪曲収差を補正す
る処理である。
　周辺色収差補正：一般に、レンズの屈折率は光の波長によって異なる。このため、レン
ズの周辺部において、色収差が大きくなる。このような現象を周辺色収差と称する。周辺
色収差補正は、周辺色収差を補正する処理である。
　このほかにも、コマ収差や非点収差などを補正する種々の方法がある。これらの画像劣
化の現象は、レンズなどの光学系や撮像素子の構成によっても変化するが、一般的に画像
の周辺部ほど生じやすい。
【００１４】
　これらの補正のための補正パラメータは、読み出し駆動モードによって異なる。このた
め、第一の駆動モードから第二の駆動モードに切り替える場合には、これらの補正パラメ
ータを再計算する必要がある。そして、再計算に長時間を要すると、再計算が終了するま
では、画像の表示や記録ができない。そうすると、表示パネルに表示される動画や記録さ
れる動画が不連続になることがある。
　そこで、本発明の実施形態では、第二の駆動モードにおいては、前記の補正の必要性が
低いとみなし、前記補正を実行しない。一方、第一の駆動モードにおいては、電子ズーム
の倍率に応じて、補正量を変更する。特に、電子ズームの倍率が小さくなるにしたがって
、補正量（補正の程度）を少なくする。これにより、第一の駆動モードから第二の駆動モ
ードに切り替わる際に、補正処理の有無が切り替わっても、動画像の画質が急激に変動す
ることを防止する。したがって、駆動モードをシームレスに切り替えることができる。
【００１５】
　次に、本発明の実施形態にかかる撮像装置１の構成について、図１を参照して説明する
。図１は、本発明の実施形態にかかる撮像装置１の構成を模式的に示すブロック図である
。なお、本発明の実施形態にかかる撮像装置１として、レンズを交換可能なデジタル一眼
レフカメラを例に示す。ただし、本発明は、レンズを内蔵する（交換できない）デジタル
カメラにも適用できる。
　図１に示すように、撮像装置１は、カメラ本体部１００と、交換レンズタイプのレンズ
ユニット３００とを含んで構成されている。
【００１６】
　レンズユニット３００は、撮像レンズ３１０と、絞り３１２と、レンズマウント３０６
とを含む。
　撮像レンズ３１０は、複数のレンズによって構成される（図１では、模式的に１枚のレ
ンズのみを示す）。
　レンズマウント３０６は、レンズユニット３００をカメラ本体部１００と機械的に着脱
自在に結合する。
　レンズマウント３０６の内部には、レンズユニット３００をカメラ本体部１００と電気
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的に接続する各種機能が含まれている。たとえば、レンズマウント３０６は、レンズユニ
ット３００をカメラ本体部１００に接続するためのインターフェース３２０とコネクタ３
２２とを有する。コネクタ３２２は、カメラ本体部１００とレンズユニット３００との間
で制御信号、状態信号、データ信号などの各種信号を送受信する。
　絞り制御部３４０は、カメラ本体部１００の露出制御部４８（後述）からの絞り駆動指
示に基づき、カメラ本体部１００の露光制御部４０（後述）と連携して、絞り３１２を制
御する。
　フォーカス制御部３４２は、撮像レンズ３１０のフォーカシングを制御する。
　ズーム制御部３４４は、撮像レンズ３１０のズーミングを制御する。特に、ズーム制御
部３４４は、使用者によるカメラ本体部１００の操作部７０（後述）の操作に応じて、モ
ーターを駆動して光学ズームを行う。または、ズーム制御部３４４は、使用者が手動でズ
ーミング操作を行なった場合には、そのズーミング速度を検知する機能も有する。
　レンズシステム制御部３５０は、レンズユニット３００の全体を制御する。レンズシス
テム制御部３５０は、動作用の定数、変数、プログラムなどを記憶する記憶部５８を備え
ている。更に、レンズシステム制御部３５０は、レンズユニット３００固有の番号などの
識別情報、管理情報、開放絞り値や最小絞り値、焦点距離などの機能情報、現在や過去の
各設定値などを保持する他の記憶部（図略）も備えている。他の記憶部には、たとえば不
揮発性メモリが適用される。
【００１７】
　カメラ本体部１００は、レンズマウント１０６（接続部）と、ミラー１３０と、ペンタ
プリズム１３２と、光学ファインダー１０４と、シャッター１２と、撮像部１４とを含む
。レンズマウント１０６（接続部）は、レンズユニット３００をカメラ本体部１００に機
械的に装着可能である。ミラー１３０とペンタプリズム１３２は、レンズユニット３００
の撮像レンズ３１０に入射した光線を、一眼レフ方式によって光学ファインダー１０４に
導く。
　シャッター１２には、たとえばフォーカルプレーン式のシャッターが適用される。
　撮像部１４は、ＣＣＤまたはＣＯＭＳなどの撮像素子を有し、結像した被写体の光学像
を電気信号（画像データ）に変換する。撮像部１４の前方には、光学ローパスフィルタな
どの光学素子１４ａが配置される。そして、撮像レンズ３１０に入射した光線は、絞り３
１２とレンズマウント３０６，１０６と、ミラー１３０と、シャッター１２を介して撮像
部１４の撮像素子上に導かれて結像する。
【００１８】
　タイミング発生部１８は、撮像部１４と、Ａ／Ｄ変換部１６と、Ｄ／Ａ変換部２６のそ
れぞれに、クロック信号や制御信号を供給する。タイミング発生部１８は、メモリ制御部
２２およびシステム制御部５０により制御される。
　Ａ／Ｄ変換部１６は、撮像部１４から出力されるアナログ形式の電気信号をデジタル形
式に変換する。
【００１９】
　補正パラメータ算出部１１２は、撮像部１４の撮像素子の特性に応じて、シェーディン
グ補正のための補正パラメータを計算する。このほか、補正パラメータ算出部１１２は、
周辺光量補正や、周辺歪曲補正や、周辺色収差補正などに用いる補正パラメータも算出す
る。たとえば、周辺光量補正の補正パラメータの算出であれば、まず、補正パラメータ算
出部１１２は、レンズユニット３００の記憶部５８から、レンズユニット３００に関する
情報（レンズ情報）を取得する。レンズ情報には、レンズユニット３００における光学中
心からのずれに応じた減光率の対応表や、最小絞り値や、開放口径や、焦点距離や、現在
の絞り値などが含まれる。そして、補正パラメータ算出部１１２は、取得したレンズ情報
を用いて、補正パラメータを算出する。補正パラメータ算出部１１２が算出した補正パラ
メータは、システム制御部５０が画像処理部２０（補正部）に送信する。
【００２０】
　画像処理部２０（補正部）は、Ａ／Ｄ変換部１６からの電気信号（画像データ）または
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メモリ制御部２２からの電気信号（画像データ）に対して、所定の画素補間処理や色変換
処理を行う。このとき、画像処理部２０（補正部）は、補正パラメータ算出部１１２が算
出した補正パラメータを用いて、各種の補正を行う。また、画像処理部２０は、必要に応
じて、Ａ／Ｄ変換部１６が出力する電気信号（画像データ）を用いて、所定の演算処理を
行う。そして、補正パラメータ算出部１１２の演算処理の結果に基づいて、システム制御
部５０は、コントラスト方式のオートフォーカス（ＡＦ）処理、自動露出（ＡＥ）処理、
フラッシュプリ発光（ＥＦ）処理を行うことができる。これらの処理は、システム制御部
５０が露光制御部４０や測距制御部４２を制御するための処理である。さらに、画像処理
部２０は、Ａ／Ｄ変換部１６が出力する電気信号（画像データ）を用いて所定の演算処理
を行い、この演算処理の結果に基づいてＴＴＬ方式のオートホワイトバランス（ＡＷＢ）
処理を行う。
【００２１】
　メモリ制御部２２は、Ａ／Ｄ変換部１６と、タイミング発生部１８と、画像処理部２０
と、画像表示記憶部２４と、Ｄ／Ａ変換部２６と、第一記憶部３０と、圧縮・伸長部３２
とを制御する。
　Ａ／Ｄ変換部１６が出力する電気信号は、画像処理部２０に送信され、所定の処理が施
される。そして、所定の処理が施された電気信号は、メモリ制御部２２を介して、画像表
示記憶部２４、または第一記憶部３０に記憶される。
　Ｄ／Ａ変換部２６は、メモリ制御部２２から送信されるデジタル形式の電気信号（画像
データ）を、アナログ形式に変更する。
　画像表示記憶部２４に記憶された画像データは、Ｄ／Ａ変換部２６によりアナログ信号
に変換され、画像表示部２８に逐次送信される。
　画像表示部２８は、ＴＦＴ方式のＬＣＤなどとった画像表示デバイスを有する。そして
、システム制御部５０は、画像表示部２８に画像データを逐次表示させることによって、
電子ビューファインダー（ＥＶＦ）機能を実現することができる。なお、システム制御部
５０は、使用者の操作に応じて、画像表示部２８の表示のＯＮ／ＯＦＦを切替えることが
できる。
【００２２】
　第一記憶部３０は、撮影した静止画像の画像データと動画データを格納できる。第一記
憶部３０は、所定枚数の画像データと所定量の動画データを格納するのに十分な記憶容量
を備えている。これにより、複数枚の画像データを連続して撮影する連写撮影やパノラマ
撮影の場合にも、高速かつ大量の画像書き込みを第一記憶部３０に対して行うことが可能
となる。また、第一記憶部３０は、動画撮影時には、所定レートで連続的に書き込まれる
画像のフレームバッファとして使用される。さらに、第一記憶部３０は、システム制御部
５０の作業領域としても使用することが可能である。
　圧縮・伸長部３２は、公知の方法を用いて画像データを圧縮・伸長する。圧縮・伸長部
３２は、第一記憶部３０に格納された画像データを読み込んで圧縮処理または伸長処理を
行い、処理を終えた画像データを再び第一記憶部３０に書き込む。また、圧縮・伸長部３
２は、動画像データを所定のフォーマットに圧縮符号化する機能、または所定の圧縮符号
化データから動画像信号を伸張する機能も有する。
　露光制御部４０（輝度調整部）は、絞り制御部３４０と連携してシャッター１２を制御
する。
　絞り制御部３４０は、露出制御部４８からの蓄積時間の指示に基づいて絞り３１２を制
御する。
【００２３】
　測距制御部４２は、ＡＦ（オートフォーカス）処理を行う。測距制御部４２は、レンズ
ユニット３００の撮像レンズ３１０に入射した光線を、絞り３１２、レンズマウント３０
６、レンズマウント１０６、ミラー１３０及び焦点調節用サブミラー（不図示）を介して
一眼レフ方式で撮像部１４の撮像素子に入射させる。そして、測距制御部４２は、撮像部
１４の撮像素子に結像した光学像の合焦状態を測定し、測定結果に基づいてＡＦ処理を行
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う。なお、測距制御部４２は、合焦状態の測定結果と、画像処理部２０による演算結果と
を用いて、ＡＦ制御を行うようにしてもよい。
　測光制御部４６は、ＡＥ（自動露出）処理を行う。具体的には、次のとおりである。測
光制御部４６は、まず、レンズユニット３００内の撮像レンズ３１０に入射した光線を、
絞り３１２と、レンズマウント３０６と、レンズマウント１０６と、ミラー１３０と、測
光用サブミラー（図示せず）とを介して一眼レフ方式で入射させる。そして、測光制御部
４６は、撮像部１４の撮像素子に光学像として結像した画像の測光状態を測定する。ライ
ブビューにおいては、システム制御部５０は、撮像部１４の撮像素子に結像した画像を連
続的に電気信号（画像データ）に変換し、画像表示部２８に表示させる。ライブビューに
おいては、測光制御部４６は、得られた画像（撮像素子が出力する画像データ）のヒスト
グラムなどから測光状態を測定する。なお、この場合には、測光制御部４６は、画面中心
またはフォーカスエリアなどに重み付けをして測光状態を測定する。
【００２４】
　露出制御部４８は、測光制御部４６による測光状態の測定結果に基づいて、最適なＩＳ
Ｏ感度、絞り値、シャッター速度を決定する。そして、露出制御部４８は、この決定に基
づいて、露光制御部４０（輝度調整部）に対してシャッター速度を指示し、インターフェ
ース１２０を通してレンズの絞り制御部３４０に対して絞り値を指示する。また、露出制
御部４８は、撮像部１４と画像処理部２０に対してＩＳＯ感度を指示し、最適な露出とな
るように露出を制御する。このほか、露出制御部４８は、測光制御部４６による測定結果
と、画像処理部２０の演算結果とを用いて露出制御を行うようにしてもよい。
　なお、ライブビューでは、シャッター１２は常に開いている。このため、ライブビュー
においては、露出制御部４８は、蓄積時間を撮像部１４に指示し、撮像部１４は電子シャ
ッターにより蓄積時間を制御する。
　システム制御部５０は、カメラ本体部１００の全体を制御する。
　第二記憶部５２は、システム制御部５０の動作用の定数、変数、プログラムなどを記憶
する。
　第三記憶部５６には、後述するプログラムや現在の設定値などが格納される。第三記憶
部５６には、電気的に消去・記録可能な不揮発性メモリが適用される。たとえば、第三記
憶部５６には、ＥＥＰＲＯＭなどが用いられる。
【００２５】
　モードダイヤル６０と、シャッタースイッチＳＷ（１）６２，ＳＷ（２）６４と、動画
記録スイッチ６５と、操作部７０とは、システム制御部５０に各種所定の動作指示を入力
するための操作手段である。これらの操作手段は、スイッチやダイアル、タッチパネル、
視線検知によるポインティング、音声認識装置などのいずれか一つまたはそれらの組み合
わせによって構成される。
【００２６】
　ここで、これらの操作手段の具体的な構成について説明する。
　モードダイヤル６０は、各機能撮影モードを切り替え設定することができる操作手段で
ある。
　シャッタースイッチＳＷ（１）６２は、不図示のシャッターボタンの操作途中（例えば
半押し）でＯＮとなるスイッチである。そして、シャッタースイッチＳＷ（１）６２は、
ＯＮになることによって、システム制御部５０に、ＡＦ処理、ＡＥ処理、ＡＷＢ処理、Ｅ
Ｆ処理等の動作開始を指示する。
　シャッタースイッチＳＷ（２）６４は、不図示のシャッターボタンの操作完了（例えば
全押し）でＯＮとなるスイッチである。シャッタースイッチＳＷ（２）６４は、ＯＮとな
ることによって、システム制御部５０に、露光処理、現像処理、及び記録処理からなる一
連の処理の動作開始を指示する。具体的には、まず、露光処理では、システム制御部５０
は、ミラー１３０とシャッター１２を駆動して撮像部１４の撮像素子に被写体の像を結像
させる。続いて、システム制御部５０は、撮像部１４から読み出した電気信号（画像デー
タ）を、Ａ／Ｄ変換部１６と、メモリ制御部２２とを介して第一記憶部３０に書き込む。
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現像処理においては、画像処理部２０やメモリ制御部２２は、画像データに所定の処理（
現像処理）を行う。記録処理においては、まず、圧縮・伸長部３２は、第一記憶部３０か
ら読み出した画像データを圧縮し、次いで、システム制御部５０は、圧縮した画像データ
を記録媒体２００に書き込むか、またはインターフェース９０を介して接続されたコンピ
ュータ等に送信する。
【００２７】
　モードダイヤル６０が動画撮影モードに切り替えられた状態で、動画記録スイッチ６５
が押下されると、システム制御部５０などは、上述した露光処理、現像処理を行う。そし
て、Ｄ／Ａ変換部２６は、第一記憶部３０に格納された画像データをアナログ形式に変換
し、画像表示部２８はアナログ形式に変換された画像データを表示する。システム制御部
５０などは、この動作を所定の時間間隔で例えば１秒間に約３０回繰り返す。これにより
、いわゆるライブビュー機能が実現される。システム制御部５０は、デジタル形式に変換
した電気信号を、メモリ制御部２２を介して第一記憶部３０に書き込む。次いで、システ
ム制御部５０は、第一記憶部３０に格納される画像データを読み出す。圧縮・伸長部３２
は、第一記憶部３０から読み出された画像データを圧縮する。次いで、システム制御部５
０は、圧縮された画像データを、記録媒体２００に書き込むか、またはインターフェース
９０を介して外部に接続されたコンピュータ等に送信する。
【００２８】
　操作部７０は、各種ボタンやタッチパネルなどを有する。インターフェース９０は、メ
モリカードやハードディスクなどの記録媒体やＰＣとの各種信号の送受信を行う。コネク
タ９２は、メモリカードやハードディスク等の記録媒体やＰＣを着脱自在に接続できる。
　光学ファインダー１０４には、撮像レンズ３１０に入射した光線が、絞り３１２、レン
ズマウント３０６，１０６、ミラー１３０、ペンタプリズム１３２を介して、一眼レフ方
式によって導かれる。そして、光学ファインダー１０４は、導かれた光線を光学像として
結像させて表示することができる。これにより、使用者は、画像表示部２８による電子フ
ァインダー機能を使用すること無しに、光学ファインダー１０４のみを用いて撮像を行う
ことが可能である。
【００２９】
　インターフェース１２０（レンズ情報取得部）は、レンズマウント１０６（接続部）内
でカメラ本体部１００をレンズユニット３００と着脱自在に接続する。
　コネクタ１２２は、カメラ本体部１００をレンズユニット３００と電気的に接続する。
また、レンズマウント１０６（接続部）およびコネクタ１２２にレンズユニット３００が
装着されているか否かは、不図示のレンズ着脱検知部により検知される。コネクタ１２２
は、カメラ本体部１００とレンズユニット３００との間で制御信号、状態信号、データ信
号などを送受信する。さらに、コネクタ１２２を通じてレンズユニット３００に、各種電
圧の電力を供給することができる。なお、コネクタ１２２は、電気通信だけでなく、光通
信、音声通信により信号の送受信を行う構成としてもよい。
　記録媒体２００には、メモリカードやハードディスクなどが適用される。この記録媒体
２００は、半導体メモリや磁気ディスク等から構成される記録部２０２と、カメラ本体部
１００とのインターフェース２０４と、カメラ本体部１００と接続を行うコネクタ２０６
とを備えている。また、記録媒体２００には、ＰＣＭＣＩＡカードやコンパクトフラッシ
ュ（登録商標）等のメモリカードが適用できる。
【００３０】
　ここで、本発明の実施形態にかかる撮像装置のハードウェア構成例について説明する。
本発明の実施形態にかかる撮像装置１は、ＣＰＵとＲＡＭ（揮発性メモリ）とＲＯＭ（不
揮発性メモリ）とその他所定の回路や素子などからなるコンピュータを有する。そして、
本発明の実施形態にかかる撮像装置１の前記各部の機能は、コンピュータのＣＰＵがＲＯ
Ｍに格納されるコンピュータプログラムを読み出して実行することにより実現される。な
お、各部の機能が共通のＣＰＵとＲＡＭとＲＯＭにより実現される構成であってもよく、
それぞれ別個のＣＰＵとＲＡＭとＲＯＭによって実現される構成であってもよい。
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【００３１】
　次に、ライブビューの処理のフローについて、図２を参照して説明する。図２は、ライ
ブビューの処理を示すフローチャートである。この処理を実行するためのコンピュータプ
ログラム（コンピュータソフトウェア）は、第二記憶部５２に格納されている。システム
制御部５０は、このコンピュータプログラムを第二記憶部５２から読み出して実行する。
これにより、この処理が実行される。
【００３２】
　ステップＳ１０１において、システム制御部５０はライブビューの処理を開始する。た
とえば、モードダイヤル６０が動画モードに変更された場合、または、操作部７０に対し
てライブビューを開始する操作が行われた場合に、システム制御部５０はライブビューの
処理を開始する。
【００３３】
　ステップＳ１０２において、システム制御部５０は、露光制御部４０（輝度調整部）を
介してシャッター１２を開放するとともに、ミラー１３０を駆動する。これにより、シス
テム制御部５０は、カメラ本体部１００を、被写体の光学像が撮像部１４に結合する状態
にする。
【００３４】
　ステップＳ１０３において、Ａ／Ｄ変換部１６などがパワーセーブモードになっている
場合には、システム制御部５０は、これらに電力を供給するとともに初期設定などを行う
。
【００３５】
　ステップＳ１０４において、システム制御部５０は、操作部７０によって電子ズーム操
作が行われているか（電子ズーム操作中であるか）否かを判定する。電子ズーム操作中で
あると判定された場合には、ステップＳ１０５に進み、そうでない場合にはステップＳ１
０５～Ｓ１０７を経ずにステップＳ１０８に進む。
【００３６】
　ステップＳ１０５において、電子ズーム制御部６６（倍率変更部）は、ライブビューの
フレームレート（時間間隔）などを参照して、電子ズームの倍率および画像の切り出し領
域を決定する。たとえば、ライブビューのフレームレートがｎ（ｆｐｓ）であり、ｔ秒後
にＺｏ倍にする速度で拡大する場合であれば、１フレームあたりの倍率（拡大率）Ｚは、
以下の数式（１）により算出される。

　Ｚ＝Ｚｏ(1/nt)　数式（１）

　そして、電子ズーム制御部６６（倍率変更部）は、数式（１）を用いて算出した倍率を
用いて、画像の切り出し領域およびリサイズ率を算出する。たとえば、フレームレートが
３０ｆｐｓである場合には、ワイド端から電子ズームを開始し、４秒後に１０倍にするた
めに、電子ズーム制御部６６（倍率変更部）は、１フレーム毎に画像の大きさを約１．０
２倍に拡大する。すなわち、電子ズーム制御部６６（倍率変更部）は、前のフレームの画
像の約９８％の領域を切り出し、切り出した領域を約１．０２倍にリサイズする。このよ
うにして、電子ズーム制御部６６は、電子ズームを行うことができる。
【００３７】
　ステップＳ１０６においては、電子ズーム制御部６６は、ステップＳ１０５において算
出した倍率に基づいて、撮像部１４の撮像素子の駆動モードを切替える必要があるか否か
を判定する。必要があると判定された場合にはステップＳ１０７に進み、必要がないと判
定された場合にはステップＳ１０７を経ずにステップＳ１０８に進む。
【００３８】
　ステップＳ１０７においては、電子ズーム制御部６６は、撮像部１４の撮像素子の駆動
モードを変更する。たとえば、電子ズームの倍率が１倍から３倍の範囲においては第一の
駆動モードで撮像部１４を駆動し、３倍から１０倍の範囲においては第二の駆動モードで
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撮像部１４を駆動する。この場合には、電子ズーム制御部６６は、ワイド側からテレ側に
電子ズームの倍率を変更し、倍率が３倍になったところで駆動モードを第一の駆動モード
から第二の駆動モードに切り替える。一方、テレ側からワイド側に電子ズームを行う場合
には、電子ズーム制御部６６は、電子ズームの倍率が３倍になったところで、駆動モード
を第二の駆動モードから第一の駆動モードに切り替える。なお、ワイド側から電子ズーム
する場合と、テレ側から電子ズームを行う場合とで、駆動モードを切り替える倍率が同じ
でなくてもよい。たとえば、ワイド側から電子ズームする場合には、４倍で駆動モードを
切替え、テレ側から電子ズームする場合は２倍で駆動モードを切替える構成であってもよ
い。また、駆動モードを切替える倍率は、撮像部１４からの画像信号の読み出し速度や、
間引きモードの間引き率や、あるいは加算平均する画素数などに応じて適宜変更可能であ
る。
【００３９】
　ステップＳ１０８においては、露出制御部４８は、撮像部１４により得られた画像デー
タから、適正な露光量を計算して決定する。
【００４０】
　ステップＳ１０９において、システム制御部５０は、露光制御部４０（輝度調整部）を
介して、撮像部１４に対して蓄積時間とセンサ感度を設定する。
【００４１】
　ステップＳ１１０においては、露光制御部４０（輝度調整部）は、画像処理部２０に対
してデジタルゲインを設定（調整）する。ここで、電子ズームの倍率が高い場合（電子ズ
ームがテレ側にある場合）には、撮像素子の中央部で重点的に測光するなど、電子ズーム
の倍率に応じて露出の制御を行ってもよい。このように、露光制御部４０（輝度調整部）
は、デジタルゲインを調整可能である。
【００４２】
　ステップＳ１１１において、露光制御部４０（輝度調整部）は、撮像部１４の露光を開
始する。
【００４３】
　ステップＳ１１２において、Ａ／Ｄ変換部１６は、撮像部１４が出力する電気信号（画
像データ）をアナログ形式からデジタル形式に変換する。
【００４４】
　ステップＳ１１３において、システム制御部５０は、レンズユニット３００の記憶部５
８からレンズユニット３００のレンズ情報を取得する。レンズ情報には、レンズＩＤ、開
放絞り値、最大絞り値、現在の絞り値、焦点距離、周辺光量や周辺歪曲などの光学特性、
などといった各種の情報があげられる。なお、これらレンズ情報の一部がカメラ本体部１
００内の第二記憶部５２または第三記憶部５６に格納される構成であってもよい。この場
合には、システム制御部５０は、レンズユニット３００からレンズＩＤを取得し、取得し
たレンズＩＤに対応するレンズ情報を、第二記憶部５２または第三記憶部５６から取得す
る。なお、システム制御部５０は、レンズ情報の取得を、露光処理中（Ｓ１１１）や画像
信号の読み出し処理中（Ｓ１１２）に行ってもよい。
【００４５】
　ステップＳ１１４において、システム制御部５０は、ステップＳ１１３で取得したレン
ズ情報と、ステップＳ１０５において算出した電子ズームの倍率に応じて、補正パラメー
タ（補正係数）を算出する。
【００４６】
　ステップＳ１１５において、システム制御部５０は、ステップＳ１１４で算出した補正
パラメータを用いて、補正の処理を実行する。補正の処理の内容については後述する。
【００４７】
　ステップＳ１１６においては、電子ズーム制御部６６は、ステップＳ１０５において算
出された切り出し領域に応じて、画像を切り出す。たとえば、電子ズームにおいて倍率が
２倍の場合、電子ズーム制御部６６は、Ｓ１１２で読み出した画像データのうち、上下１
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／４の領域と左右１／４の領域を切り捨て、中心部分の上下１／２と左右１／２の領域を
切り出す。なお、電子ズームでない場合には、切り出し量は全面（画像全域）とする。
【００４８】
　ステップＳ１１７において、画像処理部２０は、切り出された画像データを現像する。
【００４９】
　ステップＳ１１８においては、画像処理部２０は、現像した画像データを、電子ズーム
の倍率や出力するデバイスに適したサイズ（ＶＲＡＭサイズ）にリサイズする。画像デー
タの出力デバイスとしては、たとえば、ＬＣＤや、外部に接続されたモニタなどが挙げら
れる。
【００５０】
　ステップＳ１１９において、画像処理部２０は、リサイズした画像データをＶＲＡＭ（
画像表示記憶部２４）に格納する。
【００５１】
　ステップＳ１２０において、システム制御部５０は、ＶＲＡＭに格納された画像データ
を、画像表示部２８または外部のモニタ（図略）に表示させる。
【００５２】
　ステップＳ１２１において、システム制御部５０は、使用者によるライブビューの終了
指示があったか否かを判定する。ライブビューの終了指示がない場合には、ステップＳ１
０４に戻り、ステップＳ１０４以下の処理を繰り返す。たとえば、ライブビューのフレー
ムレートが５９．９４ｆｐｓの場合、１フレームあたりの時間は約１６．６８ｍｓｅｃで
ある。このため、システム制御部５０および他の各部は、前記の一連の動作（Ｓ１０４～
Ｓ１１９）を１６．６８ｍｓｅｃで行う。ライブビューの終了指示があった場合には、ス
テップＳ１２２に進む。
【００５３】
　ステップＳ１２２において、システム制御部５０は、シャッター１２を閉じるとともに
ミラー１３０を下ろし、被写体の像が撮像部１４に結像しないようにする。
【００５４】
　ステップＳ１２３において、システム制御部５０は、撮像部１４やＡ／Ｄ変換部１６な
どの後処理を行う。たとえば、システム制御部５０は、撮像部１４やＡ／Ｄ変換部１６を
、パワーセーブモードに切り替える。
【００５５】
　ステップＳ１２４において、システム制御部５０は、ライブビューの処理を終了する。
【００５６】
　なお、ここで示したフローは一実施例であり、本発明はこのフローに限定されない。た
とえば、撮像素子と画像処理部が直接接続されているようなシステムでは、画像信号の読
み出しと補正を同時に行うことができる。さらには画像信号の読み出しと補正パラメータ
などの算出を同時に行うこともできる。
【００５７】
　次に、補正の処理の内容について、図３～図６を参照して説明する。なお、ここでは、
補正の処理の例として、周辺光量補正を用いる。図３は、周辺光量低下を模式的に示す図
である。図３に示すように、均一輝度の被写体を撮像した場合であっても、口径食やコサ
イン４乗則によって、画像の周辺部の光量が低下する。なお、周辺部の光量の低下量は、
レンズの絞り量や、レンズの構成によってはフォーカス量や、ズームレンズであれば焦点
距離などの光学系の仕様によっても変化する。ただし、説明の便宜上、これらの要因を考
慮しないものとする。
【００５８】
　本発明の実施形態においては、第二の駆動モードでの動作時においては、補正の必要性
が低いとみなし、画像処理部２０（補正部）などは前記補正を実行しない。一方、第一の
駆動モードにおいては、画像処理部２０（補正部）などは、補正を行うとともに、電子ズ
ームの倍率に応じて補正の程度（補正量）を変更する。特に、電子ズームの倍率が大きく
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なるにしたがって、補正の程度を小さくする。これにより、第一の駆動モードから第二の
駆動モードに切り替わる際に、補正処理の有無が切り替わっても、動画像の画質が急激に
変動することを防止する。これにより、駆動モードをシームレスに切り替えることができ
る。
【００５９】
　まず、補正量を変更しない場合に生じる現象について、図４を参照して説明する。
　図４（ａ）は、第一の駆動モードにおいて倍率が１倍である場合における周辺光量低下
と周辺光量補正の処理を模式的に示すグラフである。図４（ａ）に示すように、システム
制御部５０は、補正パラメータを算出し、算出した補正パラメータを用いて、撮像素子が
検出した光量を補正する。周辺光量補正の場合には、画像の周辺部の光量の補正量を大き
くし、中央部の光量の補正量を小さくする。これにより画像の光量の均一化を図る。
　図４（ｂ）は、第一の駆動モードにおける周辺光量低下および周辺光量補正と、画像の
切り出し領域（撮像範囲）との関係を模式的に示す図である。図４（ｃ）は、第二の駆動
モードにおける周辺光量低下および周辺光量補正と、画像の切り出し領域との関係を模式
的に示す図である。なお、図４（ｂ）（ｃ）では、電子ズームの倍率が３倍である例を示
す。図４（ｂ）に示すように、電子ズームがワイド側にあり、撮像素子の駆動モードが第
一の駆動モードであると、画像処理部２０は、周辺光量補正を実行する。このため、切り
出された画像（図中の「撮像範囲」で示す領域）についても、全面にわたって光量が均一
になるように補正されている。一方、図４（ｃ）に示すように、電子ズームがテレ側にあ
り、撮像素子の駆動モードが第二の駆動モードであると、画像処理部２０は、周辺光量補
正を行わない。このため、切り出された画像（図中の「撮像範囲」で示す領域）の周辺部
は、切り出される前の画像の周辺部と比較して程度は小さいものの、光量の低下が生じて
いる。
　前記のとおり、電子ズームのワイド側においては、システム制御部５０は撮像部１４を
第一の駆動モードで駆動し、画像処理部２０は周辺光量補正を行う。一方、テレ側におい
ては、システム制御部５０は撮像部１４を第二の駆動モードで駆動し、画像処理部２０は
周辺光量補正を行わない。このため、ワイド側からテレ側に電子ズームを行う場合に、電
子ズームが所定の倍率（図４の例では３倍）になると、システム制御部５０は撮像素子の
駆動モードを切り替え、画像処理部２０は周辺光量補正を停止する。このような構成であ
ると、駆動モードが第一の駆動モードから第二の駆動モードに切り替わる際に、周辺部の
光量が変化する（図４（ｂ）と図４（ｃ）の光量の差）。このため、表示される画像およ
び記録される画像の光量が不連続となる。
【００６０】
　そこで、本発明の実施形態においては、画像処理部２０は、第一の駆動モードにおいて
補正量を一定にするのではなく、電子ズームの倍率に応じて変更する。ここでまず、補正
量を変更する構成の概要について、図５を参照して説明する。図５（ａ）は、周辺光量低
下と周辺光量補正を模式的に示すグラフである。図５（ｂ）は、第一の駆動モードで駆動
している場合において、補正量を小さくした場合の光量を模式的に示すグラフである。図
５（ｃ）は、第二の駆動モードにおいて駆動している場合において、画像の周辺光量低下
を模式的に示すグラフである。
　図５（ｃ）に示すように、第二の駆動モードで駆動している場合には、画像処理部２０
は、周辺光量補正を行わない。このため、切り出された画像（図中の「撮像範囲」に示す
領域）にも周辺光量低下が生じている。そこで、図５（ｂ）に示すように、画像処理部２
０は、第一の駆動モードで駆動している場合での補正量を、光学ズームの倍率に応じて変
更する。このような構成であると、第一の駆動モードから第二の駆動モードに切り替わる
際に、周辺光量の変化をなくすこと（または小さくすることができる）。したがって、第
一の駆動モードから第二の駆動モードに、シームレスに切り替えることができる。
【００６１】
　補正量を変更する具体的な方法は、次のとおりである。
　画像処理部２０は、電子ズーム制御部６６による画像の切り出し（ステップＳ１１７）
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よりも前に、ステップＳ１１４において補正パラメータを算出し、ステップＳ１１５にお
いて補正を実行する（図２参照）。このような構成であると、画像の全面にわたって補正
処理が実行される。したがって、撮像部１４が第一の駆動モードで駆動している場合には
、倍率が変動しても補正パラメータは変動しない。しかしながら、ステップＳ１０７にお
いて、駆動モードを切り替えた場合には、新たに補正パラメータを算出する必要がある。
　周辺光量の低下量は、レンズの構成などによって相違はあるものの、一般には中心部で
の低下量は小さく、周辺部に向かうにしたがって低下量が大きくなる（図３参照）。この
ように、周辺光量の低下量は一定ではない。さらに、光学ズームが可能なレンズユニット
においては、周辺光量の低下量のグラフが複雑なカーブを描くことがある。このため、補
正パラメータの算出には、ある程度の時間を要することがある。前記のとおり、ライブビ
ューのフレームレートが６０ｆｐｓである場合には、１フレーム期間が１６．７ｍ秒とな
る。このため、補正パラメータの算出に時間がかかり、ステップＳ１０４～Ｓ１２０の一
連の処理が、１フレーム期間である１６．７ｍ秒間に終了しないことがある。そうすると
、その場合には、その間にフレームレートが６０ｆｐｓに達せずに、不連続な動画となる
。これは、第二の駆動モードから第一の駆動モードに切り替える場合も同様である。
　前記のとおり、撮像部１４の中心部では光量の低下量が小さい。このため、たとえば、
第二の駆動モードにおいて、倍率を３倍にする場合には、電子ズーム制御部６６は、撮像
部１４の中心の水平方向および垂直方向に関して中心部の１／３の領域から画像を切り出
す。この場合には、切り出された画像には周辺光量低下がほとんど発生していない。この
ため、補正を行う必要性が低い。一方、倍率が低いワイド側である場合には、周辺部の光
量の低下が大きいため、補正を行う必要性が高い。
　たとえば、焦点距離が５０ｍｍのレンズの画角は約４６°である。このようなレンズに
ついて、コサイン４乗則によって周辺部の光量の低下量を算出すると、均一輝度面を撮影
した場合の中心部の光量を１００％とした場合に、周辺部は約７２％の光量となる。一方
、倍率が３倍に設定されると、切り出される画像の周辺部の光量は、約９７％となる。し
たがって、この場合には、周辺光量補正を行う必要性がほとんどない。
　しかしながら、ワイド側からテレ側に電子ズームしていくと、第一の駆動モードから第
二の駆動モードに切り替わる際に、周辺部の光量が３％程度ではあるが急激に変化する。
そこで、第一の駆動モードで駆動している場合であっても、電子ズームの倍率に応じて補
正量（補正の程度）を変更する。
【００６２】
　図６は、補正量の変更の例を示すグラフである。図６に示す例では、倍率が１倍から所
定の倍率（以下、調整開始倍率と称する）までは、補正量を１００％に設定し、倍率が調
整開始倍率以上になった場合には、駆動モード切替倍率まで、補正量を徐々に減少させる
。ここで、１００％の補正量とは、画像の光量が全面にわたって均一になる補正量をいう
。また、「駆動モード切替倍率」とは、撮像部１４の撮像素子の駆動モードを第一の駆動
モードから第二の駆動モードに切り替える倍率である。調整開始倍率は、レンズユニット
３００の光学系などに応じて適宜設定をすることが可能である。例えば調整開始倍率は、
以下の数式（２）を用いて計算される。

　Ｒａ＝Ｋ（Ｒｃ－１）＋１　　　　数式（２）

　　Ｒａ：調整開始倍率
　　Ｒｃ：駆動モード切替倍率
　　Ｋ　：撮像レンズなど光学系によって決められる定数（０≦Ｋ＜１）

　周辺光量が周辺部のみ極端に低下するようなレンズユニットの場合には、撮像レンズな
ど光学系によって決められる定数Ｋを０．５などに設定する。したがって、この場合には
、調整開始倍率Ｒａは、数式（２）より２倍に設定される。一方、中心部まで周辺光量の
低下現象が起こるようなレンズでは、Ｋを０．８に設定する。したがって、この場合には
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、調整開始倍率Ｒａは、数式（２）より２．６倍などに設定される。
　なお、周辺光量の低下がコサイン４乗則のみに起因する場合には、画角が２０°よりも
ワイド側で光量の低下量が大きくなる。そのため、補正量は、画角が２０°以上では１０
０％に、それよりもテレ側になるにつれて小さくなるように設定される。その他の要因に
よって周辺光量の低下が発生する場合には、必要に応じて調整開始倍率などを適宜変更し
てもよい。
　また、図６や数式（２）においては、補正量を線形に変更する構成を示すが、補正量の
変化は線形でなくてもよい。たとえば、レンズユニットの光学特性に応じて、補正量が非
線形に変化する構成であってもよい。
【００６３】
　一方、テレ側からワイド側に電子ズームを行い、第二の駆動モードから第一の駆動モー
ドに切り替える場合には、補正パラメータ算出部１１２は、補正パラメータを計算しなけ
ればならない。補正のための一連の処理（ステップＳ１０４～Ｓ１２０の処理）が１フレ
ーム期間に完了できない場合には、補正パラメータ算出部１１２は、補正パラメータの計
算（ステップＳ１１４）を、他の処理と並列して実行する。このように、システム制御部
５０などは、補正のための一連の処理を、２フレーム期間～数フレーム期間にかけて実行
する。図６に示すように、第二の駆動モードから第一の駆動モードに切り替わった直後は
、補正量が小さい。このため、補正開始のタイミングが、駆動モードの切替えのタイミン
グから１～数フレーム遅延しても、光量の変化は目立たない。
　このように、撮像素子の読み出し駆動モード切り替え時に補正パラメータの計算の間に
合わない数フレームについては補正を行わないようにする。これにより、不連続な動画が
撮影されることを防止できる。
　なお、電子ズームの倍率の変更が、調整開始倍率Ｒａと駆動モード切替倍率との間で完
了した場合には、補正量が１００％に満たない状態のままとなってしまう。ゆえに、電子
ズームの倍率が調整開始倍率Ｒａと駆動モード切替倍率との間であっても、電子ズームの
倍率の変更指示が所定期間にわたって無いのであれば、時間の経過とともに段階的に補正
量を１００％に近づけるようにしてもよい。
【００６４】
　以上、本発明の実施形態について詳細に説明したが、前記実施形態は、本発明を実施す
るにあたっての具体例を示したに過ぎない。本発明の技術的範囲は、前記実施形態に限定
されるものではない。本発明は、その趣旨を逸脱しない範囲において種々の変更が可能で
あり、それらも本発明の技術的範囲に含まれる。
【００６５】
　前記実施形態においては、補正の例として周辺光量補正を示して説明したが、適用され
る補正は周辺光量補正に限定されない。シェーディング補正、周辺歪曲補正など補正内容
に応じて適用可能である。
　また、補正は、一種類にのみ適用されるものではない。複数の補正がある場合は、その
すべてに適用することも可能である。また、この場合には、補正に優先順位をつけて一部
の補正にのみ適用することも可能である。たとえば、周辺歪曲は周辺光量低下現象に比べ
て目立つ現象である。そこで、画像処理部２０は、周辺歪曲補正を、第一の駆動モードの
みならず第二の駆動モードにおいても実行する。一方、画像処理部２０は、周辺光量補正
を、前記実施形態のとおり第一の駆動モードにおいて実行し、第二の駆動モードにおいて
は実行しない。そして、駆動モードの切り替え時の処理を、前記実施形態のとおりとする
。このような構成も、本発明に含まれる。
　また、駆動モードの切替倍率や、調整開始倍率や、補正量などは、光学系やシステム構
成などを考慮して当業者によって適宜変更可能である。
　また、補正のアルゴリズムや補正パラメータの算出方法には、従来公知の各種アルゴリ
ズムや方法が適用できる。
　また、前記実施形態おいては、ライブビューにおいて表示する画像について説明したが
、本発明は、ライブビューへの適用に限定されるものではない。たとえば、本発明は、動
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方法で圧縮し、記録する処理）にも適用できる。
【００６６】
（他の実施形態）
　上述した実施形態の目的は、次のような方法によっても達成される。すなわち、上述し
た実施形態の機能を実現するソフトウェアのプログラムコードを記録した記憶媒体（また
は記録媒体）を、システムあるいは装置に供給する。そして、そのシステムあるいは装置
のコンピュータ（またはＣＰＵやＭＰＵ）が記憶媒体に格納されたプログラムコードを読
み出し実行する。この場合、記憶媒体から読み出されたプログラムコード自体が上述した
実施形態の機能を実現することになり、そのプログラムコードを記憶した記憶媒体は本発
明を構成することになる。また、コンピュータが読み出したプログラムコードを実行する
ことにより、上述した実施形態の機能が実現されるだけでなく、本発明には次のような場
合も含まれる。すなわち、プログラムコードの指示に基づき、コンピュータ上で稼働して
いるオペレーティングシステム（ＯＳ）などが実際の処理の一部または全部を行い、その
処理によって前述した実施形態の機能が実現される。
【００６７】
　さらに、次のような場合も本発明に含まれる。すなわち、記憶媒体から読み出されたプ
ログラムコードが、コンピュータに挿入された機能拡張カードやコンピュータに接続され
た機能拡張ユニットに備わるメモリに書込まれる。その後、そのプログラムコードの指示
に基づき、その機能拡張カードや機能拡張ユニットに備わるＣＰＵなどが実際の処理の一
部または全部を行い、その処理によって前述した実施形態の機能が実現される。
【産業上の利用可能性】
【００６８】
　本発明は、画像データに対する信号処理によって倍率を変更する電子変倍（電子ズーム
）機能を有する撮像装置に好適な技術である。そして、本発明によれば、撮像素子の駆動
モードを切替える際に、種々の補正パラメータの再計算に要する時間を短縮できる。した
がって、撮像素子の駆動モードをシームレスに切り替えることができる。
【符号の説明】
【００６９】
１：撮像装置、１２：シャッター、１４：撮像部、１４１：光学素子、１６：Ａ／Ｄ変換
部、１８：タイミング発生部、２０：画像処理部、２２：メモリ制御部、２４：画像表示
記憶部、２６：Ｄ／Ａ変換部、２８：画像表示部、３０：第一記憶部、３２：画像圧縮・
伸長部、４０：露光制御部、４２：測距制御部、４６：測光制御部、５０：システム制御
部、５２：第二記憶部、５４：通知部、５６：第三記憶部、６０：モードダイヤル、６２
：シャッタースイッチＳＷ（１）、６４：シャッタースイッチＳＷ（２）、６５：動画記
録スイッチ、６６：電子ズーム制御部、７０：操作部、９０：インターフェース、９２：
コネクタ、１００：カメラ本体、１０４：光学ファインダー、１０６：レンズマウント、
１１２：補正パラメータ算出部、１３０：ミラー、１３２：ペンタプリズム、２００：記
録媒体、２０２：記録部、２０４：インターフェース、３００：レンズユニット、３０６
：マウント、３１０：撮像レンズ、３１２：絞り、３２０：インターフェース、３２２：
コネクタ、３４０：絞り制御部、３４２：フォーカス制御部、３４４：ズーム制御部、３
５０：レンズシステム制御部
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