
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
カメラボディと、
このカメラボディに対して着脱自在な第１レンズ鏡筒と、
この第１レンズ鏡筒よりもフランジバックが長く、上記カメラボディに中間アダプタを介
して着脱自在な第２レンズ鏡筒と、
上記第１レンズ鏡筒に設けられた第１絞り機構駆動用モータと、
上記第２レンズ鏡筒に設けられ、外部から機械的に駆動される絞り機構と、
上記中間アダプタに設けられた第２絞り機構駆動用モータと、
上記中間アダプタに設けられ、上記第２絞り機構駆動用モータの駆動力を上記第２レンズ
鏡筒の絞り機構に伝達する伝達機構と、
上記中間アダプタに設けられ、上記第２絞り機構駆動用モータ又は上記第２レンズ鏡筒内
の絞り機構の動作を検出する検出手段と、
上記中間アダプタに設けられ、上記カメラボディからの絞り駆動指示を受けて、上記検出
手段の出力を参照しながら上記第２絞り駆動機構用モータを駆動させ、絞り駆動を行う絞
り駆動制御手段と、
を具備することを特徴とするカメラシステム。
【請求項２】
カメラボディとレンズ鏡筒との間に介在され、撮影レンズの絞り設定手段の機械的変位量
及びレンズタイプにより設定絞り値が確定する複数種類のレンズ鏡筒が装着可能な中間ア
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ダプタであって、
上記撮影レンズの絞り設定手段により設定された開放からの絞り込み量を

出力する設定絞り量出力手段と、
上記複数種類のレンズ鏡筒がいずれの種類であるかを特定するレンズタイプ特定手段と、
上記レンズタイプの各種類における絞り込み量と設定された絞り値との対応を記憶する記
憶手段と、
上記設定絞り量出力手段、および、レンズタイプ特定手段の出力と記憶手段の記憶値に基
づいて、設定絞り値を上記カメラボディに出力する設定絞り値出力手段と、
を具備することを特徴とする中間アダプタ。
【請求項３】
カメラボディと、
このカメラボディに対して着脱自在な第１レンズ鏡筒と、
上記カメラボディに中間アダプタを介して着脱自在な複数種類の第２レンズ鏡筒と、
上記中間アダプタに設けられ、該中間アダプタに装着された上記第２レンズ鏡筒のレンズ
タイプを設定可能なレンズタイプ設定手段と、
上記第２レンズ鏡筒に設けられ 絞り値入力手段と、
上記第２レンズ鏡筒に設けられ、上記絞り値入力手段の設定値を上記カメラボディに伝達
する絞り値伝達手段と、
上記第１レンズ鏡筒に設けられ、該第１レンズ鏡筒の上記カメラボディへの装着を該カメ
ラボディに伝達する第１レンズ鏡筒識別信号出力手段と、
上記カメラボディに設けられ、上記第１レンズ鏡筒識別信号出力手段の出力信号が得られ
ず、かつ、上記中間アダプタ装着時に上記レンズタイプ設定手段により上記第２レンズ鏡
筒が設定されていることを示す出力信号が得られない場合は、絞り制御を伴なう露出動作
を禁止するとともに、絞り制御を伴わない露出動作を許可する露出モード制御手段と、
を具備することを特徴とするカメラシステム。
【請求項４】
カメラボディと、
このカメラボディに対して着脱自在な第１レンズ鏡筒と、
上記カメラボディに中間アダプタを介して着脱自在に構成され、

絞り値入力手段を有する第２レンズ鏡筒と、
上記第１レンズ鏡筒に設けられ、該第１レンズ鏡筒の上記カメラボディへの装着を該カメ
ラボディに伝達する第１レンズ鏡筒識別信号出力手段と、
上記中間アダプタに設けられ、上記第２レンズ鏡筒の絞り値入力手段

上記カメラボディに伝達する絞り値伝達手段と、
上記カメラボディに設けられたボディ側絞り値入力手段と、
上記カメラボディに設けられ、上記第１レンズ鏡筒識別信号出力手段の出力信号を受けた
ときには上記ボディ側絞り値入力手段の動作を許可し、上記第１レンズ鏡筒識別信号出力
手段の出力信号を受けず、かつ、上記中間アダプタの絞り値伝達手段からの出力信号を受
けた場合は、上記ボディ側絞り値入力手段の動作を禁止するとともに、上記絞り値伝達手
段からの出力信号を絞り値として認識する規制手段と、
を具備することを特徴とするカメラシステム。
【請求項５】
カメラボディと、
このカメラボディに対して着脱自在な第１レンズ鏡筒と、
上記カメラボディに中間アダプタを介して着脱自在に構成され、

絞り値入力手段を有する第２レンズ鏡筒と、
上記中間アダプタに設けられ、上記第２レンズ鏡筒の絞り値入力手段

上記カメラボディに伝達する絞り値伝達手段と、
上記中間アダプタに設けられ、該中間アダプタの識別信号を出力する中間アダプタ識別信
号出力手段と、
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上記カメラボディに設けられ、上記中間アダプタの識別信号が検出されない場合は上記カ
メラボディに設けられた絞り値入力手段の動作を許可し、該中間アダプタの識別信号が検
出された場合は該カメラボディに設けられた絞り値入力手段の動作を禁止する規制手段と
、
を具備することを特徴とするカメラシステム。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【産業上の利用分野】
本発明はカメラシステムおよび中間アダプタ、詳しくは、カメラボディに対して着脱可能
なレンズ鏡筒を有するカメラのシステム、および、上記レンズ鏡筒とカメラボディの間に
介在する中間アダプタに関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来、特開昭６１－１２４９２７号公報にて開示された交換レンズ用アダプタは、中間ア
ダプタにて撮影レンズの設定絞り値を電気信号に交換し、カメラボディに伝達し、該カメ
ラボディは、絞り込みレバーによって、上記アダプタの連動部を介して絞り込みを行うも
のであった。
【０００３】
また、本出願人が先に出願した特願平５－２９２０７８号のカメラは、カメラボディ内に
ＡＦ（オートフォーカス）モータを設け、これをＡＦ駆動とノンＡＦ外部駆動絞り込みレ
ンズ用の絞り駆動とに切り替えることによって兼用するものであり、上記ノンＡＦ外部駆
動絞り込みのレンズは、上記ＡＦモータにより絞り込まれるものである。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
上述の従来の特開昭６１－１２４９２７号公報、および、特願平５－２９２０７８号のも
のは、共にカメラボディ内に、レンズ内絞り込み機構のないレンズを絞り込む機構が必要
となり、レンズ内絞込み可能なレンズには不要な機構がカメラボディ内に入るため、新し
いシステムのみで構成したとき、コストアップ、大型化、重量大といった欠点を有するも
のであった。
特に、特願平５－２９２０７８号のものには、フランジバックが異なるレンズ鏡筒は、使
用不可であった。
【０００５】
本発明は、上述の不具合を解決するためになされたものであり、第１の目的は、レンズ内
に絞り込み機構のあるタイプのレンズ鏡筒とカメラボディとでカメラシステムを構成した
とき、小型・低コスト・軽量であるカメラシステムを提供することである。
また、第２の目的は、レンズ内絞り込み機構のあるタイプのレンズ鏡筒を想定した絞り込
み機構を伴わないカメラボディに、上記レンズ鏡筒のフランジバックが長く、外部から駆
動されないと絞り込めないようなタイプのレンズ鏡筒も装着可能とするための中間アダプ
タを提供することである。
【０００６】
【課題を解決するための手段】
本発明の第１のカメラシステムは、カメラボディと、このカメラボディに対して着脱自在
な第１レンズ鏡筒と、この第１レンズ鏡筒よりもフランジバックが長く、上記カメラボデ
ィに中間アダプタを介して着脱自在な第２レンズ鏡筒と、上記第１レンズ鏡筒に設けられ
た第１絞り機構駆動用モータと、上記第２レンズ鏡筒に設けられ、外部から機械的に駆動
される絞り機構と、上記中間アダプタに設けられた第２絞り機構駆動用モータと、上記中
間アダプタに設けられ、上記第２絞り機構駆動用モータの駆動力を上記第２レンズ鏡筒の
絞り機構に伝達する伝達機構と、上記中間アダプタに設けられ、上記第２絞り機構駆動用
モータ又は上記第２レンズ鏡筒内の絞り機構の動作を検出する検出手段と、上記中間アダ
プタに設けられ、上記カメラボディからの絞り駆動指示を受けて、上記検出手段の出力を
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参照しながら上記第２絞り駆動機構用モータを駆動させ、絞り駆動を行う絞り駆動制御手
段と、を具備することを特徴とする。
また、本発明の第２のカメラシステムは、カメラボディと、このカメラボディに対して着
脱自在な第１レンズ鏡筒と、上記カメラボディに中間アダプタを介して着脱自在な複数種
類の第２レンズ鏡筒と、上記中間アダプタに設けられ、該中間アダプタに装着された上記
第２レンズ鏡筒のレンズタイプを設定可能なレンズタイプ設定手段と、上記第２レンズ鏡
筒に設けられ 絞り値入力手段と、上記第２レンズ鏡
筒に設けられ、上記絞り値入力手段の設定値を上記カメラボディに伝達する絞り値伝達手
段と、上記第１レンズ鏡筒に設けられ、該第１レンズ鏡筒の上記カメラボディへの装着を
該カメラボディに伝達する第１レンズ鏡筒識別信号出力手段と、上記カメラボディに設け
られ、上記第１レンズ鏡筒識別信号出力手段の出力信号が得られず、かつ、上記中間アダ
プタ装着時に上記レンズタイプ設定手段により上記第２レンズ鏡筒が設定されていること
を示す出力信号が得られない場合は、絞り制御を伴なう露出動作を禁止するとともに、絞
り制御を伴わない露出動作を許可する露出モード制御手段と、を具備することを特徴とす
る。
さらに、本発明の第３のカメラシステムは、カメラボディと、このカメラボディに対して
着脱自在な第１レンズ鏡筒と、上記カメラボディに中間アダプタを介して着脱自在に構成
され、 絞り値入力手段を有する第２レンズ鏡筒と、上
記第１レンズ鏡筒に設けられ、該第１レンズ鏡筒の上記カメラボディへの装着を該カメラ
ボディに伝達する第１レンズ鏡筒識別信号出力手段と、上記中間アダプタに設けられ、上
記第２レンズ鏡筒の絞り値入力手段
上記カメラボディに伝達する絞り値伝達手段と、上記カメラボディに設けられたボディ側
絞り値入力手段と、上記カメラボディに設けられ、上記第１レンズ鏡筒識別信号出力手段
の出力信号を受けたときには上記ボディ側絞り値入力手段の動作を許可し、上記第１レン
ズ鏡筒識別信号出力手段の出力信号を受けず、かつ、上記中間アダプタの絞り値伝達手段
からの出力信号を受けた場合は、上記ボディ側絞り値入力手段の動作を禁止するとともに
、上記絞り値伝達手段からの出力信号を絞り値として認識する規制手段と、を具備するこ
とを特徴とする。
さらに、本発明の第４のカメラシステムは、カメラボディと、このカメラボディに対して
着脱自在な第１レンズ鏡筒と、上記カメラボディに中間アダプタを介して着脱自在に構成
され、 絞り値入力手段を有する第２レンズ鏡筒と、上
記中間アダプタに設けられ、上記第２レンズ鏡筒の絞り値入力手段

上記カメラボディに伝達する絞り値伝達手段と、上記中間
アダプタに設けられ、該中間アダプタの識別信号を出力する中間アダプタ識別信号出力手
段と、上記カメラボディに設けられ、上記中間アダプタの識別信号が検出されない場合は
上記カメラボディに設けられた絞り値入力手段の動作を許可し、該中間アダプタの識別信
号が検出された場合は該カメラボディに設けられた絞り値入力手段の動作を禁止する規制
手段と、を具備することを特徴とする。
【０００７】
また、本発明の中間アダプタは、カメラボディとレンズ鏡筒との間に介在され、撮影レン
ズの絞り設定手段の機械的変位量及びレンズタイプにより設定絞り値が確定する複数種類
のレンズ鏡筒が装着可能な中間アダプタであって、上記撮影レンズの絞り設定手段により
設定された開放からの絞り込み量を 出力する設定絞
り量出力手段と、上記複数種類のレンズ鏡筒がいずれの種類であるかを特定するレンズタ
イプ特定手段と、上記レンズタイプの各種類における絞り込み量と設定された絞り値との
対応を記憶する記憶手段と、上記設定絞り量出力手段、および、レンズタイプ特定手段の
出力と記憶手段の記憶値に基づいて、設定絞り値を上記カメラボディに出力する設定絞り
値出力手段と、を具備することを特徴とする。
【０００８】
【実施例】
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以下、図示の実施例に基づいて本発明を説明する。
図１、図２は、本発明の第１実施例のカメラシステムの構成を示す図である。図１は、外
部からの力で絞り作動レバーが駆動されて、絞り込みが可能な第２レンズ鏡筒としてのＬ
タイプレンズ鏡筒１００と、中間アダプタ２００と、カメラボディ３００とで構成された
カメラシステムを示している。また、図２は、レンズ鏡筒内のモータで絞り込みが可能な
第１レンズ鏡筒としてのＮタイプレンズ鏡筒４００と、カメラボディ３００で構成された
カメラシステムを示している。
【０００９】
なお、上記Ｌタイプレンズ鏡筒１００のレンズのフランジバックは、上記第１レンズ鏡筒
としてのＮタイプレンズ鏡筒４００のそれより長く、カメラボディ３００への装着時に、
上記中間アダプタ２００によりそのフランジバックの差が調整される。
【００１０】
まず、上記Ｌタイプレンズ鏡筒１００の構成について説明する。
図１に示すように、上記第２レンズ鏡筒としてのＬタイプレンズ鏡筒１００は、撮影レン
ズＬ１と、絞り値入力手段としての絞り込み設定用リング１０１と、絞り機構１０３と、
絞り値伝達手段としての連動レバー１０２、作動レバー１０４を内蔵している。
【００１１】
上記絞り設定用リング１０１は、連動レバー１０２と連動しており、このリング１０１の
回転角に比例した量だけ上記連動レバー１０２が動く。
上記絞り機構１０３は、作動レバー１０４と連動しており、通常はバネ１０５で絞り開放
側に付勢され、作動レバー１０４が絞り込み側に外部力により駆動されると、絞り機構１
０３は、絞り設定用リング１０１で設定された絞り値まで絞り込みを行う。
【００１２】
次に、上記中間アダプタ２００の構成について図１により説明する。
上記中間アダプタ２００は、該アダプタ２００内の各機構を制御するとともに、カメラボ
ディ内のマイコン等との通信を行うアダプタＣＰＵであるＡＣＰＵ２０１と、電気接点群
２０３に接続され、カメラボディ３００側との通信用の通信ライン群２０２と、各種デー
タが記憶され、少なくとも一部が追記・書換え可能な不揮発メモリで構成されるメモリ２
０４を内蔵している。
【００１３】
更に、該中間アダプタ２００は、レンズタイプ特定手段としてのレンズタイプ特定用入力
部材２０５と、設定絞り量出力手段としての連結環２０７およびコード板２０９と、絞り
込みレバー２１１、および、後述する該絞り込みレバー２１１の駆動系を内蔵している。
【００１４】
なお、上記ＡＣＰＵ２０１には、設定絞り値をカメラボディ３００に出力する設定絞り値
出力手段、または、伝達手段と、中間アダプタ２００のカメラボディ３００への装着情報
を伝達する中間アダプタ識別信号出力手段等も内蔵している。
【００１５】
上記レンズタイプ特定用入力部材２０５は、上記ＡＣＰＵ２０１に対してレンズタイプ特
定する特定信号を入力する。また、表示部材であるＬＣＤ表示部２０６は、上記ＡＣＰＵ
２０１により特定されたレンズの名称、タイプ等を表示できる。
上記連結環２０７は、前記Ｎタイプレンズ鏡筒１００の連動レバー１０２と係合して動作
し、バネ２０８によりそのツメ部２０７ａが常に連動レバー１０２に当接するように付勢
されている。該連結環２０７、ひいては、連動レバー１０２の位置は、該連結環２０７に
連動するコード板２０９により検知可能である。
【００１６】
上記絞り込みレバー２１１は、第２絞り機構駆動用モータとしてのモータ２１４により駆
動変位変換用の伝達機構である変位変換機構（ＴｒＡ）２１２を介して駆動される。そし
て、前記Ｌタイプレンズ鏡筒１００の作動レバー１０４を絞り方向に駆動する。その絞り
開放方向位置決めは、ストッパ２１０で当て付いて位置決めされる。
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【００１７】
上記モータ２１４は、モータドライバ２１３によって駆動されるが、該モータドライバ２
１３は、ＡＣＰＵ２０１により制御され、前記カメラボディ３００から電源接点２１９，
２２０を介して供給される電力により駆動される。上記モータ２１４のシャフト２１５に
は、スリット板２１６が設けられ、モータ２１４が回転するとスリット板２１６も回転し
、フォトインタラプタ（以下、ＰＩと記載する）２１７の光束を間欠的に遮光して、ＰＩ
回路２１８からモータ２１４の回転量に対応したデジタルパルスが出力される。この信号
が上記ＡＣＰＵ２０１に伝達される。
【００１８】
次に、前記カメラボディ３００の構成について図１を用いて説明する。
上記カメラボディ３００に内蔵されるボディＣＰＵ（ＢＣＵＰ）３０３は、カメラボディ
３００内の各ユニットを制御する。そして、ＢＣＵＰ３０３の中間アダプタ２００に対す
る通信信号の伝達は、通信ライン群３０２と電気接点群３０１を介して行われる。
【００１９】
更に、上記カメラボディ３００には、レリーズボタン３０４、ボディ側の絞り設定（以下
、Ａ設定と記載する）部材３０５、バッテリ３０６、電源接点３０７、３０８、シャッタ
スピード設定（以下、Ｓ設定と記載する）部材３０９、露出モード設定スイッチ３１０、
および、設定された露出モードを表示する表示部材であるＬＣＤ表示部３１１等が内蔵さ
れている。
【００２０】
そして、上記ＢＣＰＵ３０３は、第１レンズ鏡筒識別信号出力手段もしくは中間アダプタ
識別信号出力手段からの出力信号が得られない場合に絞り制御を伴なう露出動作を禁止す
る禁止手段（後述する図１０のフローチャートのステップＳ１５８参照）を有している。
また、ボディ側絞り値入力手段を有しており、上記第１レンズ鏡筒識別信号出力手段の出
力信号を受けた時には該ボディ側絞り値入力手段の動作を許可し、上記第１レンズ鏡筒識
別信号出力手段の出力信号を受けない場合は該ボディ側絞り値入力手段の動作を禁止する
規制手段を有している。
【００２１】
次に、前記第１レンズ鏡筒としてのＮタイプレンズ鏡筒４００の構成について図２により
説明する。
上記Ｎタイプレンズ鏡筒４００には、撮影レンズＬ２と、レンズ鏡筒４００内の各ユニッ
トの制御を行うレンズＣＰＵ（ＬＣＰＵ）４０１と、各種データが記憶されるメモリ４０
２と、通信ライン群４０３と、電気接点群４０４と、第１絞り機構駆動モータとしてのス
テッピングモータ４０７と、該ステッピングモータ４０７により駆動される絞り機構４０
５と、上記ＬＣＰＵ４０１の制御により上記ステップモータ４０７を駆動するモータドラ
イバ４０６と、カメラボディ３００からの電力を受ける電源接点４０８、４０９等が内蔵
されている。
上記ＬＣＰＵ４０１は、第１レンズ鏡筒識別信号出力手段を内蔵しており、通信ライン群
４０３と電気接点群４０４を介してＮタイプレンズ鏡筒４００であることを示す識別信号
を出力する。
【００２２】
図３～図５は、本実施例のレンズ鏡筒装着状態でのカメラシステムの平面図である。図３
、図４は、前記図１と同様にＬタイプレンズ鏡筒１００を中間アダプタ２００を介してカ
メラボディ３００に装着した状態を示している。一方、図５は、前記図２と同様にＮタイ
プレンズ鏡筒４００をカメラボディ３００に装着した状態を示している。
【００２３】
上記図３、図４に示すＬタイプレンズ鏡筒１００においては、その絞り設定用リング１０
１に矢印が付されており、絞り設定時にはこれを鏡筒１００上に示される数値に合わせる
。なお、絞り目盛りの間隔は、特に開放側が狭くなっており、不均一である。
中間アダプタ２００には、レンズ特定用入力部材２０５に対応するセットボタン２０５ａ
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と、リセットボタン２０５Ｒ　が設けられ、該セットボタン２０５ａを押す毎に特定され
るレンズ鏡筒のタイプは変わり、表示部２０６上に表示される。また、上記リセットボタ
ン２０５Ｒ　を押すと、特定レンズはクリアされ、図４に示すような表示となる。
【００２４】
また、カメラボディ３００の上面右部には、レリーズボタン３０４とスライド式のメイン
スイッチ３０８が配設され、また、左上部には液晶パネルの表示部３１１が設けられ、更
に、シャッタ設定部材３０９としてのアップダウンスイッチ３０９ａと、絞り設定手段３
０５としての電子ダイヤル３０５ａと、露出モード設定スイッチ３１０が配設されている
。
【００２５】
絞りとシャッタスピードは、上記絞り設定部材３０５とシャッタ設定部材３０９の設定に
より変化し、露出モード設定スイッチ３１０を押し下げる毎に、モードが切り換えられ、
プログラムオート（Ｐモード）→絞り優先オート（Ａモード）→シャッタスピード優先オ
ート（Ｓモード）→マニュアル（Ｍモード）と変化し、再びプログラムオートに戻る。
【００２６】
そのとき、表示部３１１には、図６に示すように表示される。即ち、上記プログラムオー
ト（Ｐモード）からマニュアル（Ｍモード）間の切り換えにより、図６の（Ａ）、（Ｂ）
、（Ｃ）、（Ｄ）のように変化する。なお、ユーザは、上記プログラムオート（Ｐモード
）時には絞り設定用リング１０１を最大絞り（最小口径）にセットすることになる。
【００２７】
前記図４は、図１に示した同一の組合せにおけるカメラシステムで、レンズの特定を行わ
ない場合を示しているが、このとき、アダプタ２００の表示部２０６には表示はなく、カ
メラボディ３００の表示部３１１上の絞り値の表示もない。また、この状態では、露出モ
ードは絞り優先オートとマニュアルのみが許可される。
【００２８】
図５は、上述のようにカメラボディ３００にＮタイプレンズ４００を装着した状態のカメ
ラシステムの平面図であるが、この状態では、露出モードは上記Ｐモード、Ａモード、Ｓ
モード、Ｍモードの全て切り換え可能である。
【００２９】
次に、Ｌタイプレンズ鏡筒１００の連動レバー１０２の変位と絞り設定値との関係を説明
する。
本実施例におけるＬタイプレンズ鏡筒１００は、図８の特性図に示すように絞り設定用リ
ング１０１の回転角に対し、画面全体の平均の光量が比例するように設計されている。従
って、口径比、または、絞り値（Ｆ）と絞り設定用リング１０１の回転角の関係は、図７
に示すように周辺光量の落ちる開放付近ではノンリニア特性となる。
【００３０】
上記図７に示す特性は、４０ｍｍレンズＦ２．０と、９０ｍｍマクロレンズＦ２．０と、
９０ｍｍマクロレンズＦ２．８と、２００ｍｍレンズＦ４．０の４本のレンズ鏡筒に関す
るものである。それぞれ開放付近では曲線の特性を示し、開放位置が上記絞り設定用リン
グ１０１の基準位置（０゜）であるため、例えば、同じＦ５．６でもそれぞれのレンズに
対して回転角度が異なっている。これらの対応関係がそれぞれメモリ２０４内に記憶され
ている。従って、レンズを特定すれば、そのレンズに対応したメモリ値が読み出される。
【００３１】
次に、以上のように構成された本実施例のカメラシステムにおける初期設定動作から露光
動作までの処理動作について説明する。
図９、図１０は、カメラボディ３００内のＢＣＰＵ３０３の処理動作のフローチャートを
示す。
カメラボディ３００のメインスイッチ３０８をオフからオンに切り換えるか、あるいは、
メインスイッチ３０８がオンの状態で、レンズ鏡筒またはアダプタをカメラボディ３００
に装着すると、上記図９の初期設定処理がスタートする（ステップＳ１０１）。
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【００３２】
まず、カメラボディ３００の電気接点群３０１を介して通信要求信号を出力する（ステッ
プＳ１０２）。それに応答があるか否かをみる（ステップＳ１０３）。応答がなければレ
ンズ非装着とみて、後述するステップＳ１０８に進む。上記ステップＳ１０３で応答あり
と判別されれば、装着されたレンズ鏡筒、または、中間アダプタからのデータを受信する
（ステップＳ１０４）。
【００３３】
次に、そのデータ中の識別信号を見て、中間アダプタか否かを識別し（ステップＳ１０５
）、中間アダプタでなければステップＳ１１３へ進む。ステップＳ１０５で中間アダプタ
装着とわかれば、ステップＳ１０６へ進む。
上記ステップＳ１０６では、中間アダプタから出力されたデータの内容をみて、中間アダ
プタにて、レンズが特定されているかをみてレンズが特定されていれば、ステップＳ１１
１へ、また、特定されていなければステップＳ１０７へ進む。
【００３４】
上記ステップＳ１０７では、中間アダプタの絞り込み機構が直ちに動作に入れるように、
絞り込みレバー２１１を開放位置へリセットさせるよう、ＡＣＰＵ２０１に対して開放リ
セットの指示を出す。
次に、ステップＳ１０８では、開放からの絞り込み量は検知できるが、前に述べたように
、設定絞り値はカメラボディ３００には伝達されないため、プログラムオートやシャッタ
スピード優先オートは不可能となり、これらを禁止するため、プログラムオート・シャッ
タスピード優先オート禁止フラグ（以下、Ｐ、Ｓモード禁止フラグと記載する）をセット
する。
【００３５】
ステップＳ１０９では、上記理由によりカメラボディ３００はレンズを所定の絞り値に制
御することができないため、カメラボディ３００のＡ設定（絞り設定）部材３０５による
設定は意味がない。従って、これを不動作にするため、Ａ設定部材不動作フラグをセット
する。そして、ステップＳ１１０ではスタート前に設定されていた最も新しい露出モード
をプリセットする。このとき、スタート前がプログラムかシャッタスピード優先であった
ならば、このモードを解除し、絞り優先オートモードをプリセットする。
【００３６】
上記ステップＳ１０６の判別処理でステップＳ１１１に進んだ場合は、ステップＳ１０７
と同様に、中間アダプタに開放リセットを指示する。
次に、ステップＳ１１２にてＡ設定部材３０５に対するＡ設定部材不動作フラグを上記ス
テップＳ１０９と同様にセットするが、レンズ特定がなされており、図７に示す関係の情
報が得られ、プログラムオートやシャッタスピード優先オートも最大絞り値（最小口径絞
り値）に絞り設定用リング１０１をセットすれば、任意の絞り値をカメラボディ３００が
中間アダプタ２００に指示することにより実現できるため、ステップＳ１０８のようなモ
ードの一部禁止はしない。そして、ステップＳ１１４へ進む。
【００３７】
上記ステップＳ１０５の判別処理でステップＳ１１３に進んだ場合は、絞り設定はカメラ
ボディ３００の絞り設定部材３０５の動作を許可し、ステップＳ１１４へ進む。ステップ
Ｓ１１４では、全露出モードを選択できるようにするため、Ｐ，Ｓモード禁止フラグをク
リアし、ステップＳ１１５では前の設定であり、かつ、最新の設定をプリセットする。
以上で初期設定が終わり、図１０の露光処理のルーチンに入っていく。
【００３８】
引き続き、上記図１０に示すステップＳ１５１以下の動作を説明すると、まず、レリーズ
ボタン３０４が押下されたか否かをみて（ステップＳ１５１）、押下されていれば、ステ
ップＳ１７０へ進み、押下されていなければステップＳ１５２へ進む。
【００３９】
上記ステップＳ１７０では、中間アダプタ２００へ絞り込みの指示と駆動パルス数の指定
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を行い、露光動作（ステップＳ１７１）の後、再び、中間アダプタ２００へ絞り開放の指
示をする（ステップＳ１７２）。そして、上記ステップＳ１５１へ戻る。
上記ステップＳ１５２へ進んだ場合は、メインスイッチ３０８がオフされたか否かをみて
、オフされていれば、省電モードとして本ルーチンを終了する（ステップＳ１５７）。オ
フされていなければ、ステップＳ１５３へ進む。
【００４０】
上記ステップＳ１５３では、カメラボディ３００側の絞り設定部材３０５が操作されたか
否かをみて、操作されていたならばステップＳ１５８へ進み、操作されていなければステ
ップＳ１５４へ進む。
上記ステップＳ１５８では、絞り設定部材不動作フラグがセットされたか否かをみて、セ
ットされていれば、ステップＳ１５１へ戻る。セットされていなければ、ステップＳ１５
９へ進んで絞り設定値を変更し、ステップＳ１６２で表示部３１１の表示を変更して、ス
テップＳ１５１へ戻る。
【００４１】
上記ステップＳ１５４に進んだ場合は、シャッタスピード設定部材３０９が操作されたか
否かをみて、操作されていれば、ステップＳ１６０にてシャッタスピードを変更し、ステ
ップＳ１６２へ進む。ステップＳ１５４で操作がなければステップＳ１５５へ進む。
上記ステップＳ１５５では、モード設定スイッチ３１０が操作されているか否かをみて、
操作された場合、ステップＳ１６１で露出モードを変更し、ステップＳ１６２へ進む。上
記ステップＳ１６１ではＰ，Ｓ禁止フラグを考慮し、そのフラグが立っていればプログラ
ムモードとシャッタ優先モードは設定しない。
上記ステップＳ１５５の判別でモード設定スイッチ３１０の操作がなければステップＳ１
６３に進む。
【００４２】
上記ステップＳ１６３では、電気接点群３０１を介して通信要求信号を出力する。そして
、通信要求に対する応答の有無が、以前と変化したかをみて（ステップＳ１６４）、変化
していれば、ユニットの組合せが変化したと考えられるので、ステップＳ１０３へ戻り、
設定をやり直す。
上記ステップＳ１６４の判別で応答の有無の変化なければ、ステップＳ１６５に進み、今
、応答があったか否かをみて、応答がなければステップＳ１５１へ戻る。ステップＳ１６
５で応答あったと判別されれば、ステップＳ１６６でデータを受信し、ステップＳ１６７
に進む。
【００４３】
上記ステップＳ１６７で装着されたものが中間アダプタ２００か否かが前と変わったかを
見て、変化していれば、やはり、ユニットの組合せが変化したことになるので、上記図９
のステップＳ１０５へ戻って再設定をする。変化なければ、ステップＳ１６８へ進み、特
定レンズセットの有無が、以前と変化したかをみる。変化していればやはりユニットの組
合せが変化したのであるから、上記ステップＳ１０６へ戻って再設定をする。変化なけれ
ば、上記ステップＳ１５１へ戻る。
【００４４】
次に、図１１、図１２のフローチャートを参照して、上記中間アダプタ２００装着後のＡ
ＣＰＵ２０１における処理動作を説明する。
まず、カメラボディ３００に上記中間アダプタ２００が装着されると、本処理ルーチンは
スタートする（ステップＳ２０１）。メモリ２０４に書き込んであった、以前に設定して
いた特定レンズを読み出し、これをデフォルト情報としてＡＣＰＵ２０１内の識別用レジ
スタに対応する値をセットする（ステップＳ２０２）。その情報を表示部２０６に表示す
る（ステップＳ２０３）。なお、工場出荷時は、特定レンズなしにセットしておく。
【００４５】
次に、ＢＣＰＵ３０３から通信要求があったか否かをみて（ステップＳ２０４）、通信要
求があればステップＳ２１０へ進み、要求がなければ、後述するステップＳ２０５へ進む
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。
上記ステップＳ２１０では、まず、コード板２０９によりＬタイプレンズ１００の連動レ
バー１０２と係合する連結環２０７の位置を読み取る。次に、ステップＳ２１１にてアダ
プタ２００に対して特定レンズがセットされているか否かをみて、されていればメモリ２
０４より相当するレンズの連動レバー２０７の位置と絞り値との関係のテーブル表から絞
り値を決定し（ステップＳ２１２）、ステップＳ２１４へ進む。
【００４６】
一方、上記ステップＳ２１１で特定レンズがセットされていないと判別されれば、上記連
結環２０７の位置から絞り込み量を検知し、ステップＳ２１４へ進む。
上記ステップＳ２１４では、まず、中間アダプタ２００であることを示す識別コードを出
力し、ステップＳ２１５で絞り情報を出力し、ステップＳ２１６でその他のデータを出力
し、最後にステップＳ２１７で終了信号を出力する。そしてステップＳ２０４へ戻る。
【００４７】
上記ステップＳ２０５に進んだ場合は、ＢＣＰＵ３０３から絞り込み指示があったか否か
をみて、その指示があれば、図１２に示すステップＳ２４１へ進み、指示がなければ、ス
テップＳ２０６へ進む。
上記ステップＳ２４１では、まず、絞り込み方向にモータ２１４をオンさせ、カメラボデ
ィ３００から指示されたパルス数を駆動したか否かをみて（ステップＳ２４２）、所定量
駆動したらモータ２１４を停止する（ステップＳ２４３）。そして、ステップＳ２０４へ
戻る。
【００４８】
次に、ステップＳ２０６では、絞り開放の指示があったか否かをみて、指示があれば、図
１２に示すステップＳ２５１へ進み、指示がなければ、ステップＳ２０７へ進む。
上記ステップＳ２５１では、開放方向にモータ２１４をオンさせ、カメラボディから指示
された絞り値に相当する量を駆動したか否かをみて（ステップＳ２５２）、駆動が終了し
たらモータ２１４を停止させる（ステップＳ２５３）。
【００４９】
上記ステップＳ２０７では、絞りリセットの指示があったか否かをみて、指示があれば、
図１２に示すステップＳ２６１へ進み、指示がなければ、ステップＳ２０８へ進む。
上記ステップＳ２６１では開放方向にモータ２１４をオンさせ、パルスが消失するまでパ
ルスをモニタし（ステップＳ２６２）、パルスが消失したらモータ２１４を停止する（ス
テップＳ２６３）。そして、上記ステップＳ２０４へ戻る。
【００５０】
上記ステップＳ２０８では、リセットボタン２０５Ｒ　が操作されたか否かをみて、操作
されたならば、ステップＳ２１８へ進み、操作されなければ、ステップＳ２０９へ進む。
上記ステップＳ２１８では、まず、特定レンズなしにセットし、表示部２０６の表示を図
４のように変更する（ステップＳ２１９）。そして、現設定の特定レンズなしという情報
をメモリ２０４に記憶し、ステップＳ２０４へ戻る。
【００５１】
上記ステップＳ２０９では、セットボタン２０５ａが操作されたか否かをみて、操作があ
れば、ステップＳ２２１へ進み、操作がなければ、ステップＳ２０４へ進む。
上記ステップＳ２２１では特定レンズを変更する。例えば、設定なし→４０ｍｍＦ２→９
０ｍｍＭＣＦ２→９０ｍｍＭＣＦ２．８→２００ｍｍＦ４→設定なし等の順で、１回操作
毎に特定レンズが変化する。次に、表示部２０６の表示を変更し（ステップＳ２２２）、
新しく設定した特定レンズ情報をメモリ２０４に記憶する（ステップＳ２２３）。そして
ステップＳ２０４へ戻る。
【００５２】
以上、説明した本実施例のカメラシステムによれば、外部から駆動されることにより絞り
込まれるようなＬタイプレンズ鏡筒１００であっても、中間アダプタ２００内の絞り込み
機構で絞り込めるため、絞り込み用のレバーを持たないカメラボディにも適用できる。

10

20

30

40

50

(10) JP 3544563 B2 2004.7.21



【００５３】
また、絞り込み量が口径比に比例しない連動レバー１０２の変位によって出力されるタイ
プのレンズ鏡筒であっても、中間アダプタ２００にて装着レンズを特定することによって
、その設定絞り値をはじめ、各種のレンズ固有データをカメラボディ３００に伝達するこ
とができ、絞り値表示が可能となり、そして、第１レンズ鏡筒としてのＮタイプレンズ鏡
筒４００と同様な多くの露出モードを選ぶことが可能となる。
【００５４】
また、特定レンズを指定しなければ、プログラムモードとシャッタ優先モードが禁止され
、絞り優先オートモードとマニュアルモードで、多種のＬタイプレンズ鏡筒を特定入力す
ることなく用いられる。
また、中間アダプタ装着時に絞り込み機構が開放状態にリセットされるため、すぐに撮影
動作を開始できる。
更に、中間アダプタ使用時は、カメラボディの絞り設定部材が不動作になるため、Ｌタイ
プレンズ鏡筒の絞り設定部材と混同することなく、絞りが設定できる。
【００５５】
続いて、本発明の第２実施例を示すカメラシステムについて説明する。
図１３は、第２実施例のカメラシステムのブロック構成図であって、第１レンズ鏡筒であ
るＬタイプレンズ鏡筒１００を中間アダプタ２００Ａを介してカメラボディ３００に装着
した状態でのブロック構成図である。
本実施例のカメラシステムは、上記中間アダプタ２００Ａの構成が前記第１実施例のそれ
と異なるが他の構成は、第１実施例ものと同一であり、各構成部材の符号も同一として説
明する。
【００５６】
上記中間アダプタ２００Ａにおいては、前記第１実施例におけるコード板２０９に代わっ
てポテンショメータ２０９Ａが適用され、ＡＣＰＵ２０１でＡ／Ｄ変換することによりレ
ンズ鏡筒１００の連動レバー１０２の位置が検出される。更に、前記第１実施例における
絞り込みレバー２１１に代わって絞り込みレバー２１１Ａを適用する。このレバー２１１
Ａには突出部２１１Ａａが設けられ、絞り開放位置ではＰＩ２１７ａの光束を遮光し、ま
た、絞り込み位置ではＰＩ２１７ｂの光束を遮光するようになっている。上記ＰＩ２１７
ａ、２１７ｂの出力は、ＰＩ回路２１８ａ，２１８ｂでデジタル化され、ＡＣＰＵ２０１
にてモニタされる。
【００５７】
なお、変位変換機構２１２駆動用のモータ２１４のシャフト２１５には、スリット板は配
設されていない。また、特定レンズ設定表示用部材も配設されていない。
【００５８】
次に、以上のように構成された本実施例のカメラシステムにおける初期設定動作から露光
動作までのカメラボディ内ＢＣＰＵ３０３の処理動作を図１４、図１５に示すフローチャ
ートにより説明する。
この処理は、前記第１実施例における図９，図１０の処理とほぼ等しい。しかし、特定レ
ンズのセットが行えないため、図９におけるステップＳ１０６，Ｓ１１１，Ｓ１１２の処
理はない。また、図１０におけるステップＳ１５４，Ｓ１６０の処理もない。
【００５９】
一方、中間アダプタ３００Ａ内のＡＣＰＵ３０１の処理動作について、図１６、図１７に
示すフローチャートにより説明する。
この処理では、第１実施例における図１１の処理の特定レンズ設定等に関するステップが
ない。即ち、図１１のステップＳ２０８、Ｓ２０９、Ｓ２１８～Ｓ２２３がない。ステッ
プＳ２１１，Ｓ２１２も同様に不要である。そして、図１１のステップＳ２１０は、ポテ
ンショメータ２０９Ａの読み取り処理（ステップＳ２１０Ａ）となる。　　更に、開放・
絞り込みの位置は、それぞれ開放位置用ＰＩ２１７ａと絞り込み位置用ＰＩ２１７ｂがオ
ンするか否かで検知できるので、図１２におけるステップＳ２４２、Ｓ２５２、Ｓ２６２
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が、ステップＳ２４２Ａ，Ｓ２５２Ａ，Ｓ２６２Ａに代わり、ＰＩがオフするか否かをモ
ニタするのみとなる。
【００６０】
上記中間アダプタ２００Ａを適用した本実施例のカメラシステムによれば、Ｌタイプレン
ズ鏡筒を取り付けた際は、露出モードが制約されるがレンズ特定等の操作が不要となり、
操作が易しく、また、上記中間アダプタ２００Ａの構成も簡単になり軽量化とコストダウ
ンが可能である。
【００６１】
なお、前述した第１実施例において、特定できるレンズは４種類を示したが、もっと多く
特定できてもよく、また、ＩＣカードのようなものを挿入することによって、自動設定す
るようにしてもよい。
また、前記第１、第２実施例において適用した、モータの回転量検出や絞り込みレバーの
検出用のＰＩは、それ以外のスイッチや、磁気センサ等、他の位置検出手段や変位量検出
手段を適用してもよい。
更に、前記第１，第２実施例に示した各操作部材の配置や表示形態等も、上記実施例と異
なっていてもよい。
【００６２】
（付記）
以上、詳述した如き本発明の実施態様によれば、以下の如き構成を得ることができる。即
ち、
（１）カメラボディと、
このカメラボディに対して着脱自在な第１レンズ鏡筒と、
この第１レンズ鏡筒よりもフランジバックが長く、上記カメラボディに中間アダプタを介
して着脱自在な第２レンズ鏡筒と、
上記第１レンズ鏡筒に設けられた第１絞り機構駆動用モータと、
上記第２レンズ鏡筒に設けられ、外部から機械的に駆動される絞り機構と、
上記中間アダプタに設けられた第２絞り機構駆動用モータと、
上記中間アダプタに設けられ、上記第２絞り機構駆動用モータの駆動力を上記第２レンズ
鏡筒内の絞り機構に伝達する伝達機構と、
を具備しており、上記カメラボディの絞り込み信号により、上記第１絞り機構駆動用モー
タ、もしくは、第２絞り機構駆動用モータを駆動することを特徴とするカメラシステム。
【００６３】
（２）上記付記（１）において、
上記カメラシステムは、更に、上記カメラボディに設けられ、カメラの動作可能状態と動
作不能状態とを設定可能なメインスイッチと、
上記中間アダプタに設けられ、該中間アダプタ識別信号を上記カメラボディに伝達する中
間アダプタ識別信号出力手段と、
上記カメラボディに設けられ、上記メインスイッチがオンされて上記中間アダプタ識別信
号が検知された場合は、上記伝達機構が絞り開放位置となるようにリセットさせるリセッ
ト指示手段と、
を具備するものである。
【００６４】
（３）上記付記（１）において、
上記カメラシステムは、更に、上記中間アダプタに設けられ、該中間アダプタが上記カメ
ラボディに装着されたか否かを検出する検出手段と、
上記中間アダプタに設けられ、上記装着を検出すると上記連動機構を絞り開放位置となる
ようにリセットするリセット手段と、
を具備するものである。
【００６５】
（４）カメラボディとレンズ鏡筒との間に介在される中間アダプタにおいて、
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撮影レンズの絞り設定手段により設定された開放からの絞り込み量を電気信号として出力
する設定絞り量出力手段と、
上記レンズ鏡筒の種類を特定するレンズタイプ特定手段と、
上記レンズタイプの各種類における絞り込み量と設定された絞り値との対応を記憶する記
億手段と、
上記設定絞り量出力手段、および、レンズタイプ特定手段の出力と記憶手段の記憶値に基
づいて、設定絞り値を上記カメラボディに出力する設定絞り値出力手段と、
を具備することを特徴とする中間アダプタ。
【００６６】
（５）上記付記（４）において、
上記レンズタイプ特定手段は、特定のレンズタイプなしの設定が可能であり、特定レンズ
なしの場合、上記絞り値のかわりに設定絞り込み量と、特定レンズ不識別信号を上記カメ
ラボディに出力する。
（６）上記付記（４）において、
上記レンズタイプ特定手段は出荷時には特定のレンズタイプなしに設定されている。
（７）上記付記（４）において、
上記レンズタイプ特定手段により特定されるレンズタイプは、不揮発性メモリに記憶され
、再度、特定操作されるまでは変更されない。
【００６７】
【発明の効果】
以上、説明したように本発明の請求項１に記載のカメラシステムによれば、レンズ鏡筒内
絞り込み機構のある第１レンズ鏡筒用のカメラボディに、第１レンズ鏡筒よりもフランジ
バックが長く、外部から機械的に駆動される絞り機構を有し、外部から駆動されないと絞
り込めない第２レンズ鏡筒も中間アダプタを介すことによって使用でき、小型・低コスト
・軽量で使い勝手のよいカメラシステムが得られる。
【００６８】
本発明の請求項２に記載の中間アダプタによれば、特定したレンズタイプの設定絞り値を
カメラボディに出力して、レンズ鏡筒の絞り制御を行うことが可能となる。
本発明の請求項３に記載のカメラシステムでは、第１レンズ鏡筒識別信号出力手段もしく
は中間アダプタ識別信号出力手段からの出力信号が得られない場合は、絞り制御を伴なう
露出動作を禁止するようにしたので、第１レンズ鏡筒、または、中間アダプタがカメラボ
ディに装着されたことが確認された状態で絞り制御を行うことができる。
【００６９】
本発明の請求項４に記載のカメラシステムは、第１レンズ鏡筒識別信号出力手段の出力信
号を受けた時にはボディ側絞り値入力手段の動作を許可し、上記第１レンズ鏡筒識別信号
出力手段の出力信号を受けない場合は上記ボディ側絞り値入力手段の動作を禁止するよう
にしたので、上記第１レンズ鏡筒が装着されたことが確実に確認された状態でボディ側絞
り値入力が行われる。
【００７０】
本発明の請求項５に記載のカメラシステムは、中間アダプタ識別信号が検出されない場合
はカメラボディに設けられた絞り値入力手段の動作を許可し、該中間アダプタ識別信号が
検出された場合は該カメラボディに設けられた絞り値入力手段の動作を禁止するようにし
たので、中間アダプタが装着されたときにはカメラボディの絞り値入力を不可能として、
カメラの絞り操作が容易となる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の第１実施例を示すカメラシステムのブロック構成図であって、カメラボ
ディにＬタイプレンズ鏡筒を中間アダプタを介して装着したときのブロック構成図。
【図２】上記図１のカメラシステムのブロック構成図であって、カメラボディにＮタイプ
レンズ鏡筒を装着したときのブロック構成図。
【図３】上記図１のＬタイプレンズ鏡筒装着状態でのカメラシステムの平面図。

10

20

30

40

50

(13) JP 3544563 B2 2004.7.21



【図４】上記図１のＬタイプレンズ鏡筒装着状態でのカメラシステムの平面図。
【図５】上記図２のＮタイプレンズ鏡筒装着状態でのカメラシステムの平面図。
【図６】上記図１のカメラシステムにおいて、プログラムオート（Ｐモード）からマニュ
アル（Ｍモード）間の切り換えたときの表示部の表示状態を示す図であって、（Ａ）はＰ
モード、（Ｂ）はＡモード、（Ｃ）はＳモード、（Ｄ）はＭモードでの表示状態を示す。
【図７】上記図１のカメラシステムにおける絞り設定用リングの回転角と絞り値の関係を
示す特性線図。
【図８】上記図１のカメラシステムにおける絞り設定用リングの回転角と画面全体の平均
の光量の関係を示す特性線図。
【図９】上記図１のカメラシステムにおけるカメラボディ内のＢＣＰＵの処理動作におけ
るフローチャートの一部。
【図１０】上記図１のカメラシステムにおけるカメラボディ内のＢＣＰＵの処理動作にお
けるフローチャートの一部。
【図１１】上記図１のカメラシステムにおける中間アダプタ内のＡＣＰＵの処理動作にお
けるフローチャートの一部。
【図１２】上記図１のカメラシステムにおける中間アダプタ内のＡＣＰＵの処理動作にお
けるフローチャートの一部。
【図１３】本発明の第２実施例を示すカメラシステムのブロック構成図であって、カメラ
ボディにＬタイプレンズ鏡筒を中間アダプタを介して装着したときのブロック構成図。
【図１４】上記図１３のカメラシステムにおけるカメラボディ内のＢＣＰＵの処理動作に
おけるフローチャートの一部。
【図１５】上記図１３のカメラシステムにおけるカメラボディ内のＢＣＰＵの処理動作に
おけるフローチャートの一部。
【図１６】上記図１３のカメラシステムにおける中間アダプタ内のＡＣＰＵの処理動作に
おけるフローチャートの一部。
【図１７】上記図１３のカメラシステムにおける中間アダプタ内のＡＣＰＵの処理動作に
おけるフローチャートの一部。
【符号の説明】
１００……Ｌタイプレンズ鏡筒（第２レンズ鏡筒）
１０１……絞り設定用リング（絞り設定手段、絞り値入力手段）
１０２……連動レバー（絞り値伝達手段）
１０３……絞り機構
２００……中間アダプタ
２０１……ＡＣＰＵ（設定絞り値出力手段、中間アダプタ識別信号出力手段、絞り伝達手
段）
２０２……通信ライン（設定絞り値出力手段）
２０４……メモリ（記憶手段）
２０５……レンズタイプ特定入力部材（レンズタイプ特定手段）
２０９……コード板（設定絞り量出力手段）
２０９Ａ…ポテンショメータ（設定絞り量出力手段）
２１２……変位変換機構ＴｒＡ（伝達機構）
２１４……第２絞り機構駆動用モータ
３００……カメラボディ
３０３……ＢＣＰＵ（禁止手段、規制手段、ボディ側絞り値入力手段）
４００……Ｎタイプレンズ鏡筒（第１レンズ鏡筒）
４０１……ＬＣＰＵ（第１レンズ鏡筒識別信号出力手段）
４０７……ステッピングモータ（第１絞り機構駆動用モータ）
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】

【 図 ８ 】

【 図 ９ 】

【 図 １ ０ 】 【 図 １ １ 】
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【 図 １ ２ 】 【 図 １ ３ 】

【 図 １ ４ 】 【 図 １ ５ 】
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【 図 １ ６ 】 【 図 １ ７ 】
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