
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　撮影レンズと；
　観察時は撮影光路内に位置して該撮影レンズを透過した被写体光束をファインダ光学系
に導き、撮影時には撮影光路から待避して被写体光束を焦点面に導く、ハーフミラーから
なるクイックリターンミラーと；
　上記焦点面に置かれたＣＣＤと；

　
　

　

　
　

ことを特徴とする一眼レフ式デジタルスチルカメラ。
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を有する一眼レフ式デジタルスチルカメラにおいて、
一端部を第一固定軸に軸支された上記クイックリターンミラーと；
一端部を第二固定軸に軸支された、上記クイックリターンミラーと平行をなすコンロッ

ドと；
このクイックリターンミラーとコンロッドのそれぞれの自由端部の第一可動軸と第二可

動軸の間を結合する接続リンクと；
によって、上記第一固定軸、第二固定軸、第一可動軸及び第二可動軸を平行四辺形の各コ
ーナー部に位置させた平行運動機構を構成し、

上記接続リンクと一体に反射防止板を設け、
この反射防止板は、常時光軸と略平行な方向を向いていて、クイックリターンミラーが

観察位置にあるときには上記平行運動機構によって撮影光路の外の待避位置に保持され、
撮影位置にあるときには上記平行運動機構によってクイックリターンミラーの背面に位置
される



【請求項２】
　
　

　

　
　

　

　

　

　

一眼レフ式
デジタルスチルカメラ。
【請求項３】
　請求項 記載の一眼レフ式デジタルスチルカメラにおいて、副反射防止板は、常時主反
射防止板と一平面状をなすように移動付勢されており、接続リンクには、クイックリター
ンミラーが観察位置にあるとき、この付勢力に抗して副反射防止板を主反射防止板に対し
て略直交する待避位置に移動させる押圧部材が備えられている一眼レフ式デジタルスチル
カメラ。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【技術分野】
本発明は、一眼レフ式のデジタルスチルカメラに関し、特にその内面反射防止構造に関す
る。
【０００２】
【従来技術およびその問題点】
本発明者は、一眼レフ式のデジタルスチルカメラとして、クイックリターンミラーの全体
をハーフミラーとし、観察時にはハーフミラーを通った光束をＣＣＤに入射させて、ＣＣ
Ｄの出力により測光及び測距を行い、撮影時には、ハーフミラーを跳ね上げて全光束をＣ
ＣＤに入射させることにより、ハーフミラーでの光量損失がないデジタルスチルカメラを
提案している。
【０００３】
このクイックリターンミラーをハーフミラーとする一眼レフ式デジタルスチルカメラでは
、新たに、撮影時のハーフミラーでの内面反射が問題となる。すなわち、ハーフミラーで
ないクイックリターンミラーの背面は自由に反射防止処理を施すことができるが、ハーフ
ミラーは反射防止処理が困難であり、撮影光路から待避する撮影時に、その背面で反射し
た光束がＣＣＤに入射してフレアーの発生原因となる。
【０００４】
銀塩式の一眼レフカメラにおいては、測光または測距のために、クイックリターンミラー
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撮影レンズと；
観察時は撮影光路内に位置して該撮影レンズを透過した被写体光束をファインダ光学系

に導き、撮影時には撮影光路から待避して被写体光束を焦点面に導く、ハーフミラーから
なるクイックリターンミラーと；

上記焦点面に置かれたＣＣＤと；
を有する一眼レフ式デジタルスチルカメラにおいて、

一端部を第一固定軸に軸支された上記クイックリターンミラーと；
一端部を第二固定軸に軸支された、上記クイックリターンミラーと平行をなすコンロッ

ドと；
このクイックリターンミラーとコンロッドのそれぞれの自由端部の第一可動軸と第二可

動軸の間を結合する接続リンクと；
によって、上記第一固定軸、第二固定軸、第一可動軸及び第二可動軸を平行四辺形の各コ
ーナー部に位置させた平行運動機構を構成し、

上記接続リンクと一体に主反射防止板を設け、この主反射防止板の先端部に副反射防止
板を枢着し、

上記主反射防止板は、常時光軸と略平行な方向を向いていて、クイックリターンミラー
が観察位置にあるときには、上記平行運動機構によって撮影光路の外の待避位置に保持さ
れ、撮影位置にあるときには、上記平行運動機構によってクイックリターンミラーの背面
に位置され、

上記副反射防止板は、クイックリターンミラーが観察位置にあるときには主反射防止板
と略直交する撮影光路の外の待避位置にあり、撮影位置にあるときには、主反射防止板と
一平面状をなしてクイックリターンミラーの背面に位置することを特徴とする

２



の中央部のみをハーフミラーとした装置が知られているが、この装置では、ハーフミラー
を透過した光束を反射させるサブミラーがあり、撮影時にはこのサブミラーでハーフミラ
ー部を覆うことにより内面反射の防止を図っている。本発明者が提案している上記の一眼
レフ式デジタルスチルカメラは、サブミラーを備えておらず、このような従来機構を用い
ることはできない。
【０００５】
【発明の目的】
従って本発明は、撮影レンズと；観察時は撮影光路内に位置して該撮影レンズを透過した
被写体光束をファインダ光学系に導き、撮影時には撮影光路から待避して被写体光束を焦
点面に導く、ハーフミラーからなるクイックリターンミラーと；焦点面に置かれたＣＣＤ
と；を有する一眼レフ式デジタルスチルカメラにおいて、撮影時のクイックリターンミラ
ーでの内面反射を防止できる装置を得ることを目的とする。
【０００６】
【発明の概要】
　本発明は、撮影レンズと；観察時は撮影光路内に位置して該撮影レンズを透過した被写
体光束をファインダ光学系に導き、撮影時には撮影光路から待避して被写体光束を焦点面
に導く、ハーフミラーからなるクイックリターンミラーと；焦点面に置かれたＣＣＤと；
を有する一眼レフ式デジタルスチルカメラにおいて、

ことを特徴とし
ている。
【０００７】
　

【０００８】
　

【００１０】
【発明の実施形態】
図１は、一眼レフ式デジタルスチルカメラの一例の概念図である。撮影レンズ１０を透過
した光束は、常時は撮影光路内の観察位置に位置する、ハーフミラーからなるクイックリ
ターンミラー（以下、ＱＲハーフミラー）１１に入射する。ＱＲハーフミラー１１を透過
した光束は、焦点面に置かれた  ＣＣＤ１２に入射し、ＣＣＤ１２の出力により、被写体
の距離情報（コントラスト情報あるいはデフォーカス情報）や被写体輝度情報が得られる
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一端部を第一固定軸に軸支されたク
イックリターンミラーと；一端部を第二固定軸に軸支され、クイックリターンミラーと平
行をなすコンロッドと；このクイックリターンミラーとコンロッドのそれぞれの自由端部
の第一可動軸と第二可動軸の間を結合する接続リンクと；によって、第一固定軸、第二固
定軸、第一可動軸及び第二可動軸を平行四辺形の各コーナー部に位置させた平行運動機構
を構成し、接続リンクと一体に、常時光軸と略平行な方向を向く反射防止板を設け、クイ
ックリターンミラーが観察位置にあるときには平行運動機構によって反射防止板が撮影光
路の外の待避位置に保持され、クイックリターンミラーが撮影位置にあるときには平行運
動機構によって反射防止板がクイックリターンミラーの背面に位置される

本発明では、反射防止板を主反射防止板と副反射防止板とに分けることもできる。この
態様では、上記態様と同様にクイックリターンミラー、コンロッド及び接続リンクからな
る平行運動機構を備え、接続リンクと一体に主反射防止板を設け、この主反射防止板の先
端部に副反射防止板を枢着する。そして、主反射防止板は、常時光軸と略平行な方向を向
いていて、クイックリターンミラーが観察位置にあるときには平行運動機構によって撮影
光路の外の待避位置に保持され、クイックリターンミラーが撮影位置にあるときには平行
運動機構によってクイックリターンミラーの背面に位置される。一方、副反射防止板は、
クイックリターンミラーが観察位置にあるときには主反射防止板と略直交する撮影光路の
外の待避位置にあり、クイックリターンミラーが撮影位置にあるときには主反射防止板と
一平面状をなしてクイックリターンミラーの背面に位置される。

この反射防止板を主反射防止板と副反射防止板とで構成する態様では、副反射防止板を
、常時主反射防止板と一平面状をなすように移動付勢し、接続リンクには、クイックリタ
ーンミラーが観察位置にあるとき、この付勢力に抗して副反射防止板を主反射防止板に対
して略直交する待避位置に移動させる押圧部材を設ける態様が可能である。



。一方、ＱＲハーフミラー１１で反射した光束は、ファインダ光学系に入射し、焦点面と
共役な位置に置かれたピント板１３に結像する。ピント板１３上の像は、反射ミラー１４
とリレーレンズ１５を介して一旦結像し、この像が接眼レンズ１６を介して正立像として
観察される。
【００１１】
撮影時には、ＱＲハーフミラー１１は実線で示す撮影光路外の待避位置に跳ね上がり、撮
影レンズ１０を透過した全ての光束がＣＣＤ１２に入射する。すなわち、ＱＲハーフミラ
ー１１による光量損失がない状態でＣＣＤ１２に被写体光束が入射してスチル像が撮像さ
れる。
【００１２】
この撮影時には、ＱＲハーフミラー１１が撮影光路外に待避するが、ＱＲハーフミラー１
１はその背面（裏面）に反射防止処理を施すことができない。このため、撮影レンズ１０
から入射した光束が、矢印ａで示すように、ＱＲハーフミラー１１の背面で反射してＣＣ
Ｄ１２に入射する。このＱＲハーフミラー１１の背面で反射してＣＣＤ１２に入射する光
は、有害光であり、フレアーを生じさせる。
【００１３】
本実施形態は、このように、クイックリターンミラー１１をハーフミラーで構成した一眼
レフ式デジタルスチルカメラにおける、ＱＲハーフミラー１１の背面での内面反射を防止
するものである。図２は、その第一の実施形態を示す。ＱＲハーフミラー１１を固定した
ミラーシート２１は、第一固定軸２２に回動可能に枢着されている。ミラーシート２１の
自由端部下方には、その両側（紙面に垂直な方向の両側）にそれぞれ第一可動軸２３が設
けられていて、この両側の第一可動軸２３の間に、反射防止板２４が枢着されている。反
射防止板２４は、第一可動軸２３を中心にミラーシート２１（ＱＲハーフミラー１１）側
に揺動すると、ＱＲハーフミラー１１の背面を完全に覆うことができる形状をし、その裏
面には有効な反射防止処理が施されている。反射防止板２４の両側には、該反射防止板２
４と一体に、第一可動軸２３からミラーシート２１（ＱＲハーフミラー１１）の両側に延
びる接続リンク２９が設けられている。
【００１４】
ミラーシート２１（ＱＲハーフミラー１１）の両側の上部には、第二固定軸２５で一対の
コンロッド２６が枢着されており、この一対のコンロッド２６の自由端部にそれぞれ設け
た第二可動軸２７に、接続リンク２９の上端部が枢着されている。第一固定軸２２、第一
可動軸２３、第二可動軸２７及び第二固定軸２５は、平行四辺形の各コーナ部に位置して
おり、第一固定軸２２と第二固定軸２５間の仮想固定リンク２８、ミラーシート２１（Ｑ
Ｒハーフミラー１１）、接続リンク２９及びコンロッド２６は平行運動機構を構成してい
る。すなわち、ミラーシート２１（ＱＲハーフミラー１１）が第一固定軸２２を中心に揺
動するとき、コンロッド２６とミラーシート２１（ＱＲハーフミラー１１）、及び仮想固
定リンク２８と接続リンク２９はそれぞれ常に平行関係を維持する。
【００１５】
接続リンク２９と一体の反射防止板２４は、常時光軸と略平行な方向を向いており、接続
リンク２９は平行運動機構の一部を構成しているので、接続リンク２９の位置に拘わらず
、同じ方向を維持する。従って、ミラーシート２１（ＱＲハーフミラー１１）が光軸と略
平行な待避位置に移動すると、反射防止板２４がその背面に沿う。図示例では、接続リン
ク２９と反射防止板２４が略直交しているが、両者の角度については自由度がある。接続
リンク２９、コンロッド２６、及び第二可動軸２７は、撮影光路の外側に位置しており、
どの状態でも撮影光路内に位置することはない。
【００１６】
上記構成の本装置は、ミラーシート２１（ＱＲハーフミラー１１）が、撮影レンズ１０の
光軸Ｘに対して略４５゜をなして撮影光路内に位置する図の実線の観察位置では、光軸Ｘ
と略平行をなす反射防止板２４は撮影光路外に位置している。よって、ＱＲハーフミラー
１１を透過した被写体光束はＣＣＤ１２に入射し、反射した被写体光束は、ファインダ光
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学系のピント板１３に結像する。
【００１７】
　一方、撮影時に、ミラーシート２１（ＱＲハーフミラー１１）が第一固定軸２２を中心
に回動して跳ね上がり、撮影光路外に待避して光軸Ｘと略平行な状態になると、コンロッ
ド２６もミラーシート２１（ＱＲハーフミラー１１）との平行関係を維持したまま第二固
定軸２５を中心に回動して跳ね上がり、さらに接続リンク２９も仮想固定リンク２８との
平行関係を維持したまま上昇する（鎖線）。すると、常時光軸との平行関係を維持してい
る反射防止板２４がミラーシート２１（ＱＲハーフミラー１１）の背面に沿う。従って、
撮影レンズ１０を透過した被写体光束がＱＲハーフミラー１１の背面で反射してＣＣＤ１
２に入射することがない。ＱＲハーフミラー１１（ミラーシート２１）を観察位置に復帰
させれば、反射防止板２４、接続リンク２９、コンロッド２６も実線で示す 位置に復
帰する。なお、ＱＲハーフミラー１１（ミラーシート２１）を駆動する機構は、一般の一
眼レフカメラと異なるところがなく、これを用いることができるので、その図示及び説明
を省略する。
【００１８】
図３は、本発明の第二の実施形態を示している。この実施形態は、第一の実施形態におけ
る反射防止板２４を、主反射防止板２４Ａと副反射防止板２４Ｂとに分割し、ＣＣＤ１２
を反射防止板２４側に接近配置できるようにして、カメラの小型化を可能とした実施形態
である。主反射防止板２４Ａは、第一の実施形態における反射防止板２４を小型にした（
短縮した）ものに相当する。この主反射防止板２４Ａの自由端部には、その両側面に軸３
０が設けられ、この軸３０間に副反射防止板２４Ｂが枢着されている。この副反射防止板
２４Ｂは、主反射防止板２４Ａと一平面（面一）状をなす状態（鎖線）と、主反射防止板
２４Ａに対し略直交して撮影光路外に位置する待避状態（実線）とをとることができる。
この副反射防止板２４Ｂには、軸３０に関して副反射防止板２４Ｂと反対側に延びる駆動
腕３１が一体に設けられ、この駆動腕３１に駆動ピン３２が突設されている。
【００１９】
主反射防止板２４Ａの紙面に垂直な方向の両側面には、駆動板３３が一定距離移動可能に
支持されている。すなわち、駆動板３３には長孔３５が形成され、この長孔３５に主反射
防止板２４Ａに植設したピン３６が嵌まっている。この駆動板３３には、その副反射防止
板２４Ｂ側に、該副反射防止板２４Ｂの駆動ピン３２を保持する二股部３７が形成されて
いる。この駆動板３３は、引張ばね３８により、二股部３７と駆動ピン３２を介して、副
反射防止板２４Ｂを主反射防止板２４Ａと面一状とする方向に移動付勢されている。駆動
板３３の引張ばね３８による移動端は、長孔３５とピン３６によって規制され、この移動
端で、副反射防止板２４Ｂは主反射防止板２４Ａと面一になる。
【００２０】
駆動板３３の二股部３７と反対側の第一可動軸２３側の端部には、被押圧部３９が設けら
れている。一方、ミラーシート２１には、この被押圧部３９を引張ばね３８の力に抗して
押圧する押圧ピン４０が設けられている。この押圧ピン４０は、ミラーシート２１（ＱＲ
ハーフミラー１１）が観察位置にあるとき、引張ばね３８に抗して駆動板３３を押圧し、
図に実線で示すように、副反射防止板２４Ｂを主反射防止板２４Ａの外側に直交させ（折
り曲げ）る。これに対し、ミラーシート２１（ＱＲハーフミラー１１）が待避位置に移動
すると、押圧ピン４０は被押圧部３９から離間し、その結果、駆動板３３は引張ばね３８
の力による移動端に達する。つまり、主反射防止板２４Ａと副反射防止板２４Ｂは面一に
なる。
【００２１】
この第二の実施形態は従って、ミラーシート２１（ＱＲハーフミラー１１）が観察位置と
撮影位置との間で移動するときの主反射防止板２４Ａの動きは、第一の実施形態の反射防
止板２４と異なるところがない。この主反射防止板２４Ａの動きに加えて、副反射防止板
２４Ｂが次のように移動する。すなわち、ミラーシート２１（ＱＲハーフミラー１１）が
、撮影レンズ１０の光軸Ｘに対して略４５゜をなして撮影光路内に位置する図の実線の観
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察位置では、ミラーシート２１に一体に設けた押圧ピン４０が被押圧部３９を介し引張ば
ね３８の力に抗して駆動板３３を押す。すると、副反射防止板２４Ｂは、二股部３７と駆
動ピン３２を介し、軸３０を中心として図の時計方向に回動し、主反射防止板２４Ａと略
直角になる。すなわち、主反射防止板２４Ａと副反射防止板２４Ｂを含む反射防止板２４
の光軸と平行な方向の長さが短くなるから、ＣＣＤ１２を鎖線で示すようにＱＲハーフミ
ラー１１に接近させて配置することが可能となり、カメラの小型化に寄与する。
【００２２】
一方、撮影時に、ミラーシート２１（ＱＲハーフミラー１１）が第一固定軸２２を中心に
回動して跳ね上がると、押圧ピン４０が被押圧部３９から離れ、駆動板３３は引張ばね３
８の力により自由に移動し、長孔３５による一方の移動端に達する。すると、副反射防止
板２４Ｂは、二股部３７と駆動ピン３２を介し、軸３０を中心として図の反時計方向に回
動して主反射防止板２４Ａと面一状態になり、主反射防止板２４ＡとともにＱＲハーフミ
ラー１１の背面を覆う。よって、この実施形態によれば、ＣＣＤ１２のＱＲハーフミラー
１１への接近配置を可能にしながら、第一の実施例と同様にＱＲハーフミラー１１での内
面反射を防止することができる。
【００２３】
なお、反射ミラー１４とリレーレンズ１５に代えて、ペンタプリズムを用いた一眼レフ式
デジタルスチルカメラにも、本発明は勿論適用可能である。
【００２４】
【発明の効果】
　本発明によれば、クイックリターンミラーをハーフミラーから構成した一眼レフ式デジ
タルスチルカメラにおいて、 撮影時のクイックリターンミラーでの
内面反射を防止できるカメラを得ることができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】クイックリターンミラーをハーフミラーから構成した一眼レフ式デジタルスチル
カメラの内面反射の問題を示す図である。
【図２】本発明による一眼レフ式デジタルスチルカメラの一実施形態を示す要部の側面図
である。
【図３】本発明による一眼レフ式デジタルスチルカメラの別の実施形態を示す要部の側面
図である。
【符号の説明】
１０　撮影レンズ
１１　クイックリターンミラー（ハーフミラー）
１２　ＣＣＤ
１３　ピント板
２１　ミラーシート
２２　第一固定軸
２３　第一可動軸
２４　反射防止板
２４Ａ　主反射防止板
２４Ｂ　副反射防止板
２５　第二固定軸
２６　コンロッド
２７　第二可動軸
２８　仮想固定リンク
２９　接続リンク
３１　駆動腕
３２　駆動ピン
３３　駆動板
３５　長孔
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３６　ピン
３７　二股部
３８　引張ばね
３９　被押圧部
４０　押圧ピン

【 図 １ 】

【 図 ２ 】

【 図 ３ 】
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