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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　撮影レンズとストロボ発光部とが設けられたカメラの前面に取り付けられ、前記撮影レ
ンズの前方に配置され、ピントセット位置を近距離側に変更する接写用補助レンズと、前
記ストロボ発光部の前方に配置される減光板とを備えた近接撮影用アダプタにおいて、
　前記減光板は、遮光板に、前記ストロボ発光部からの光が通過する多数の穴からなる通
過孔を形成したものであり、前記通過孔は、それらの配列パターンが遮光板の中心を通る
水平軸及び垂直軸を基準に上下左右で非対称となるように配置され、
　さらに、前記減光板が前記ストロボ発光部の発光面に対して傾斜して配置される場合に
、前記水平軸を基準として、前記発光面との距離が離れている領域の通過孔の占有面積が
、前記距離が近い領域の占有面積よりも大きいことを特徴とする近接撮影用アダプタ。
【請求項２】
　前記通過孔は、口径の異なる複数種類の穴からなり、さらに、隣接する２つの穴の中心
が、前記水平軸又は垂直軸と平行な直線上に並べて配置される場合には、それらの口径が
異なるようにしたことを特徴とする請求項１記載の近接撮影用アダプタ。
【請求項３】
　前記通過孔の内周には、減光板の背面側の径よりも前面側の口径が大きくなるようにテ
ーパが付けられていることを特徴とする請求項１又は２記載の近接撮影用アダプタ。
【請求項４】
　前記減光板を通過して得られるストロボ光の配光角を前記接写用補助レンズの撮影画角
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に合わせたことを特徴とする請求項１～３いずれか記載の近接撮影用アダプタ。
【請求項５】
　アダプタ本体の前面には、セルフ撮影時に撮影者が画角を確認するための画角確認用表
示部が設けられており、前記表示部は、凹部と、その凹部の奥に配置され、撮影者が前記
接写用補助レンズの画角内に入っている場合に撮影者によって視認可能なマークとからな
ることを特徴とする請求項１～４いずれか記載の近接撮影用アダプタ。
【請求項６】
　アダプタ本体には、セルフ撮影時に撮影者が画角を確認するための反射ミラーが設けら
れていることを特徴とする請求項１～４いずれか記載の近接撮影用アダプタ。
【請求項７】
　アダプタ本体には、カメラのファインダレンズの前方に配置され、近接撮影時に発生す
るパララックスに応じて前記ファインダレンズの視野範囲を補正する近接撮影用視野枠が
設けられていることを特徴とする請求項１～６いずれか記載の近接撮影用アダプタ。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、カメラの前面に取り付けられる近接撮影用アダプタに関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
誰でも手軽に写真撮影を楽しめるように、１回使用型の簡易型カメラであるレンズ付きフ
イルムユニットが知られている。レンズ付きフイルムユニットのスタンダードモデルでは
、ピントセット位置を１ｍ～無限遠の撮影距離範囲に合わせた固定焦点式の撮影レンズが
使用される。このスタンダードモデルで、セルフ撮影や、花やペットなどのクローズアッ
プ撮影などの近接撮影を行うと、ピントが合わないばかりか、ストロボ光量が多くなりす
ぎて露光オーバーとなり、良好な画質を得ることができない。そこで、スタンダードモデ
ルの前面に取り付けることで、セルフ撮影など、１ｍ以下の撮影距離の撮影を可能にする
近接撮影用アダプタが製品化されている（例えば、特許文献１参照）。
【０００３】
この近接撮影用アダプタは、レンズ付きフイルムユニット本体に固定するための取り付け
部を有するアダプタ本体と、前記撮影レンズの前方に配置され、前記撮影レンズと併用す
ることによりピントセット位置を近距離側に変更する接写用補助レンズと、ストロボ発光
部の前面に配置され、ストロボ光を減光するための減光板とからなる。減光板は、ストロ
ボ発光部とほぼ同じ大きさを持つ遮光板に、ストロボ光を通過させる複数の穴を形成した
ものである。
【０００４】
上記近接撮影用アダプタには、図１３に示すような減光板８１が設けられており、口径の
異なる３種類の穴８２ａ～８２ｃが形成されており、これら３種類の穴８２ａ～８２ｃは
、遮光板８３の中央から周縁に向かうに従って、口径が大きくなるように配置されている
。こうすることで、配光範囲が狭くなってしまうことを防止している。また、各穴８２ａ
～８２ｃは、それらの中心が、遮光板８３の中心を通る水平軸Ａｈ又は垂直軸Ａｖと平行
な直線上に位置するように整列されており、また、それらの配列パターンが、前記水平軸
Ａｈ及び垂直軸Ａｖを基準とし、上下左右が対象となるように配置されている。
【０００５】
【特許文献１】
特開平１１－３８４８０号公報
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、従来の近接撮影用アダプタのように、各穴が規則的に配列されていると、
配光ムラが規則的に発生するため、配光ムラの程度が大きくなってしまうという問題があ
った。すなわち、明るい部位と暗い部位とが規則的に発生するとともに、それらの明暗の
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差も大きく、配光ムラが非常に目立ってしまうという問題があった。
【０００７】
　本発明は、配光ムラの少ない減光板を持つ近接撮影用アダプタを提供することを目的と
する。
【０００８】
【課題を解決するための手段】
　前記目的を達成するために、本発明の近接撮影用アダプタは、撮影レンズとストロボ発
光部とが設けられたカメラの前面に取り付けられ、前記撮影レンズの前方に配置され、ピ
ントセット位置を近距離側に変更する接写用補助レンズと、前記ストロボ発光部の前方に
配置される減光板とを備えた近接撮影用アダプタにおいて、前記減光板は、遮光板に、前
記ストロボ発光部からの光が通過する多数の穴からなる通過孔を形成したものであり、前
記通過孔は、それらの配列パターンが遮光板の中心を通る水平軸及び垂直軸を基準に上下
左右で非対称となるように配置されていることを特徴とする。
【０００９】
前記通過孔を、口径の異なる複数種類の穴から構成し、さらに、隣接する２つの穴の中心
が、前記水平軸又は垂直軸と平行な直線上に並べて配置される場合には、それらの口径が
異なるようにすることが好ましい。
【００１０】
前記通過孔の内周には、減光板の背面側の径よりも前面側の口径が大きくなるようにテー
パが付けられているとよい。また、前記減光板を通過して得られるストロボ光の配光角を
前記接写用補助レンズの撮影画角に合わせるとよい。
【００１１】
前記減光板が前記ストロボ発光部の発光面に対して傾斜して配置される場合に、前記水平
軸を基準として、前記発光面との距離が離れている領域の通過孔の占有面積が、前記距離
が近い領域の占有面積よりも大きくすることが好ましい。
【００１２】
アダプタ本体の前面には、セルフ撮影時に撮影者が画角を確認するための画角確認用表示
部が設けられており、前記表示部は、凹部と、その凹部の奥に配置され、撮影者が前記接
写用補助レンズの画角内に入っている場合に撮影者によって視認可能なマークとからなる
ことが好ましい。
【００１３】
アダプタ本体には、セルフ撮影時に撮影者が画角を確認するための反射ミラーが設けられ
ていることが好ましい。
【００１４】
アダプタ本体には、カメラのファインダレンズの前方に配置され、近接撮影時に発生する
パララックスに応じて前記ファインダレンズの視野範囲を補正する近接撮影用視野枠が設
けられていることが好ましい。
【００１５】
【発明の実施の形態】
図１に示すレンズ付きフイルムユニット１０には、その前面に近接撮影用アダプタ１１が
着脱自在に取り付けられている。レンズ付きフイルムユニット１０は、周知のように、簡
単な露光機構を備えたユニット本体１２に、予め製造時に未露光の写真フイルムを装填し
たものである。ユニット本体１２は、フイルム収納室、ファインダ光学系、露光機構、ス
トロボ装置などが設けられる本体基部と、この本体基部を前後から覆う前カバー及び後カ
バーとからなる。ユニット本体１２の前面には、撮影レンズ１３，ファインダレンズ１４
，ストロボ発光部１６，ストロボ装置の発光の有無を選択する操作部材１７などが設けら
れている。
【００１６】
撮影レンズ１３の周囲には、使用者の指が撮影レンズ１３の光路内に進入することを防止
する指かかり防止用の隆起部１８が設けられている。ファインダレンズ１４は、ファイン
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ダ対物窓１９から露呈されている。ファインダ対物窓１９の大きさは、撮影レンズ１３の
撮影範囲（画角）に応じて決められており、撮影レンズ１３の画角と、ファインダを通し
て確認される撮影範囲とがほぼ同じ大きさになるように、ファインダレンズ１４の視野範
囲を規制する。
【００１７】
このレンズ付きフイルムユニット１０は、既に市販されているスタンダードタイプのもの
（商品名：写ルンですシンプルＥｙｅ）で、撮影レンズ１３としては、ピントセット位置
を１ｍ～無限遠の撮影距離範囲に合わせた固定焦点式のレンズを使用している。
【００１８】
近接撮影用アダプタ１１は、接写用補助レンズ（以下、単に補助レンズという）３１が組
み込まれたアダプタ本体３２と、このアダプタ本体３２をレンズ付きフイルムユニット１
０に取り付けるための取り付け枠３３とからなる。アダプタ本体３２は、撮影レンズ１３
の光路上から補助レンズ３１を退避させる退避位置（図１（Ａ）に示す）と、撮影レンズ
１３の前方に補助レンズ３１を配置して、撮影レンズ１３の光路上に挿入する挿入位置（
図１（Ｂ）に示す）との間で回動自在となるように、取り付け枠３３に取り付けられてい
る。
【００１９】
図２に示すように、取り付け枠３３には、中央に撮影レンズ１３及び隆起部１８を露呈す
るための開口３４が形成されている。取り付け枠３３の背面には、係合爪３５及び位置決
め用の突起３６が設けられている。ユニット本体１２には、係合爪３５と係合する係合穴
１２ａと、突起３６と嵌合する位置決め用の穴１２ｂとが設けられている。取り付け枠３
３は、係合爪３５と係合穴１２ａとの爪係合によりユニット本体１２に取り付けられてい
る。取り付け枠３３は、製品の組み立て段階で取り付けられており、不用意にユーザーが
取り外すことができないようにしている。なお、アダプタ単体で販売することを考慮して
、着脱自在に取り付けられるようにしてもよい。
【００２０】
また、取り付け枠３３の下部には、アダプタ本体３２に形成された軸部３８が着脱自在に
嵌合するフック３７が設けられている。軸部３８をフック３７に嵌合させることで、アダ
プタ本体３２が前記挿入位置と前記退避位置との間で回動自在となる。
【００２１】
補助レンズ３１は、主レンズである撮影レンズ１３と組み合わせることで、ピントセット
位置を変更するクローズアップレンズである。補助レンズ３１と撮影レンズ１３との組み
合わせにより、ピントセット位置が１ｍ以下の撮影距離範囲（例えば、４０ｃｍ～８０ｃ
ｍの範囲）に変更される。これにより、近接撮影をした場合でも良好な画質が得られるよ
うになる。
【００２２】
図３に示すように、補助レンズ３１の周囲には、隆起部３９が設けられており、アダプタ
本体３２が挿入位置にセットした時にも、補助レンズ３１の光路内に指が進入してしまう
ことを防止している。
【００２３】
また、アダプタ本体３２には、補助レンズ３１の上方に、近接撮影用ファインダ視野枠（
以下、近接撮影用視野枠という）４１が一体に設けられている。図３に示すように、近接
撮影用視野枠４１は、ファインダレンズ１４の光軸と撮影レンズ１３の光軸とがずれてい
ることに起因するパララックス（視差）を補正するための視野枠であり、ファインダ対物
窓１９の視野範囲を制限する。
【００２４】
周知のように、ファインダレンズ１４の光軸と、撮影レンズ１３の光軸とが離れている場
合には、視差（パララックス）が生じ、そのズレは、撮影距離が短くなるほど、大きくな
る。アダプタ本体３２が挿入位置にある場合には、撮影距離が短いと考えられる。このた
め、近接撮影用視野枠４１によって、ファインダ対物窓１９の視野範囲のうち、撮影レン
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ズ１３の光軸から遠い領域（図上ハッチングで示す）を制限することで、ファインダで確
認した視野範囲と、撮影レンズ１３によって撮影される撮影範囲とが大きくズレないよう
にしている。
【００２５】
また、近接撮影用視野枠４１内には、画面内の中心位置を示すターゲットリング４２が配
置されている。フレーミングの際には、ターゲットリング４２の中心に主要被写体を合わ
せることで、主要被写体を簡単に画面内の中心に写し込むことができるようにしている。
【００２６】
アダプタ本体３２には、正面から見て、近接撮影用視野枠４１の左側に、反射ミラー４３
が設けられている。反射ミラー４３は、使用者が使用者自身を写すいわゆるセルフ撮影を
する際に、被写体となる使用者自身が画角内にあるかどうかを確認するためのものである
。反射ミラー４３は、凸面鏡で形成されており、補助レンズ３１の画角内にある被写体を
写すことができるように、反射ミラーの向きや凸面の曲率などは、補助レンズ３１の画角
に合わせて決定されている。
【００２７】
また、近接撮影用視野枠４１の右側には、減光板４６が設けられている。減光板４６は、
ストロボ発光部１６の前面に対応する位置に配置される。減光板４６は、近接撮影時にス
トロボ発光部１６から放射されるストロボ光の一部をカットすることにより、ストロボ光
を減光して、露光量がオーバーすることを防ぐ。減光板４６は、遮光性を有し、ストロボ
発光部１６の全面を覆う遮光板４７に、ストロボ光を通過させる多数の穴からなる通過孔
４８を形成したものである。通過孔４８は、口径が異なる複数種類の穴４８ａ～４８ｆか
らなる。各穴４８ａ～４８ｆの口径Ｄａ～Ｄｆは、Ｄａ，Ｄｂ，Ｄｃ，Ｄｄ，Ｄｅ，Ｄｆ
の順に大きい。
【００２８】
各穴４８ａ～４８ｆは、それらの配列パターンが、遮光板４７の中心を通過する水平軸Ａ
ｈ及び垂直軸Ａｖを基準として、上下左右が非対称となるように配置されている。ここで
、水平軸Ａｈは、放電管の管軸方向と平行な方向である。さらに、各穴は不規則に配置さ
れている。すなわち、図６（Ａ）に示すように、各穴４８ａ～４８ｆは、それらの穴のう
ち隣接する２つの穴の中心が、前記水平軸Ａｈ又は垂直軸Ａｖと平行な直線Ｌｈ又は直線
Ｌｖ上に位置することがないように、ズラして配置されている。さらに、隣接する２つの
穴が同じ口径にならないように、口径が異なる穴同士を隣接させている。このように、通
過孔４８の配列に規則性をなくしたので、配光ムラの規則性もなくなり、配光ムラが目立
たなくなる。
【００２９】
本例では、隣接する２つの穴の中心が直線Ｌｈ又は直線Ｌｖ上に並ばないようにしている
が、図６（Ｂ）に示すように、隣接する２つの穴の中心を直線Ｌｈ又は直線Ｌｖ上に並べ
てもよい。ただし、その場合には、隣接する２つの穴の口径が異なるようにするとよい。
【００３０】
減光板４６は、ストロボ発光部１６の前方に配置される。ストロボ発光部１６は、メイン
コンデンサからの給電により発光する閃光放電管５１と、その背面に配置されて被写体に
向けて光を反射するリフレクタ５２と、閃光放電管５１が発光したストロボ光を透過させ
るとともに、そのストロボ光を拡散させる拡散板５３とからなる。
【００３１】
ユニット本体１２の前面は、撮影レンズ１３の周囲に隆起部１８が形成されていたり、中
央部から上端部にかけて曲面で形成されている。また、ストロボ発光部１６の発光面５３
ａは、ユニット本体１２の前面から奥まったところに配置されている。こうしたユニット
本体１２のデザイン状の制約があるため、減光板４６を、発光面５３ａと平行に配置しよ
うとすると、減光板４６と発光面５３ａとの間隔が大きく空いてしまう。
【００３２】
しかし、図８に示すように、通過孔４８の径ｄが同じであるとすると、減光板４６と発光
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面５３ａの距離Ｌが離れれば離れるほど、配光角Ｒは小さくなり、配光性が悪化してしま
う。すなわち、距離Ｌ１のときの配光角ｒ１（図８（Ａ））は、距離Ｌ１よりも短い距離
Ｌ２のときの配光角ｒ２（図８（Ｂ））よりも小さくなる。そのため、減光板４６の一部
だけでも、発光面５３ａと接近させることができるように、減光板４６をユニット本体１
２の前面形状に合わせて角度α傾けて配置している。こうすることで、減光板４６の上部
が発光面５３ａと接近するので、配光性の悪化が防止される。
【００３３】
上述したように、減光板４６と発光面５３ａとの間隔が大きいほど、配光性は悪化する。
この配光性の悪化を抑制するために、発光面５３ａとの間隔が大きい部位の通過孔４８の
占有面積を、間隔が狭い部位の通過孔４８の占有面積よりも大きくしている。本例では、
減光板４６の下部の方が、上部よりも発光面５３ａとの距離が離れているので、遮光板４
７に占める通過孔４８の占有面積を、水平軸Ａｈの上方よりも、下方側を大きくしている
。通過孔４８の占有面積を大きくする方法としては、各穴の口径を大きくしたり、穴の数
を多くするなどの方法がある。
【００３４】
また、図９に示すように、通過孔４８の内周面には、減光板４６の背面側の口径ｄ１より
も前面側の口径ｄ２の方が大きくなるように、テーパが付けられている。このように、テ
ーパを付けることにより、配光角ｒを大きくして、配光ムラを軽減させている。
【００３５】
また、図７に示すように、通過孔４８のテーパ角βは、内周面の各部位で均一でなくとも
よく、減光板４６の傾きαに応じて変化させてもよい。本例では、減光板４６の前面が上
方を向くように傾いているので、下方側へのストロボ光の配光を考慮して、内周面の下部
のテーパ角β２を、上部のテーパ角β１よりも大きくしている。また、通過孔４８全体の
配光角Ｒが、補助レンズ３１の画角に合うように、周縁付近に位置する穴のテーパ角を決
めるとよい。こうすることで、補助レンズ３１の撮影範囲の全範囲に渡ってストロボ光を
照射することができる。
【００３６】
以下、上記構成による作用について説明する。レンズ付きフイルムユニット１０に近接撮
影用アダプタ１１を装着する。風景や人物撮影など、撮影距離が１ｍ以上の場合には、図
１（Ａ）に示すように、アダプタ本体３２を退避位置に移動して、撮影を行う。撮影レン
ズ１３のピントセット位置は、撮影距離が１ｍ～無限遠に合っているので、その撮影距離
範囲にある被写体を鮮明な画質で撮影することができる。
【００３７】
他方、セルフ撮影や花や植物などをマクロ撮影する場合には、図１（Ｂ）に示すように、
アダプタ本体３２が挿入位置にセットされる。アダプタ本体３２は、取り付け枠３３に回
動自在に取り付けられているから、挿入位置への回動を簡単に行うことができる。この挿
入位置では、補助レンズ３１が撮影レンズ１３の前方に配置され、撮影レンズ１３との組
み合わせにより、ピントセット位置が撮影距離範囲が１ｍ以下の近距離側に変更される。
これにより、近接撮影を行った場合でも、ピントがボケてしまうことはなく鮮明なプリン
トが得られる。
【００３８】
また、アダプタ本体３２には、近接撮影用視野枠４１が設けられているから、パララック
スが補正される。このため、近接撮影の場合でも、フレーミングの際に確認されるファイ
ンダ視野範囲と、撮影レンズ１３によって撮影される撮影範囲とが大きくズレてしまうこ
とがなくなる。さらに、近接撮影用視野枠４１には、ターゲットリング４２が設けられて
いるから、このターゲットリング４２と主要被写体を重ね合わせることで、簡単に主要被
写体位置を画面内の中心に合わせることができる。
【００３９】
ストロボ撮影を行う場合には、減光板４６を通過したストロボ光が被写体に照射される。
減光板４６により、露光オーバーを防止することができる。また、減光板４６を通過する



(7) JP 4125609 B2 2008.7.30

10

20

30

40

50

ストロボ光の配光角Ｒを、補助レンズ３１の画角に合わせているから、撮影範囲の全体に
渡ってストロボ光が照射される。また、減光板４６の通過孔４８は、その配列パターンが
、水平軸Ａｈ及び垂直軸Ａｖを基準として、上下左右非対称となっているから、照射範囲
内における配光ムラが抑制される。また、通過孔４８は、異なる口径を持つ複数種類の穴
４８ａ～４８ｆからなり、さらに、これら各穴４８ａ～４８ｆは、隣接する穴の中心が、
直線Ｌｈ及び直線Ｌｖ上に並ぶことがないように配置されるので、より規則性が排除され
て、配光ムラが抑制される。
【００４０】
また、各穴４８ａ～４８ｆの内周面には、背面側よりも前面側の口径が大きくなるように
テーパが付けられているから、各穴の配光角ｒが大きくなって、配光性が向上する。また
、減光板４６は、発光面５３ａに対して傾けて配置されているので、減光板４６の下部は
、上部よりも発光面５３ａとの距離が大きい。しかし、その配光性の悪化を抑制するため
に、通過孔４８の占有面積を大きくしているので、配光ムラが抑制される。これにより、
露光オーバーを防止するとともに、配光ムラが少ない良好なプリントが得られる。
【００４１】
上記実施形態では、アダプタ本体に反射ミラーを設けた例で説明したが、反射ミラーを設
けなくてもよい。図１０は、反射ミラーを設けない近接撮影用アダプタ６１の例である。
反射ミラーが無ければ、近接撮影用アダプタ６１のコストを低下させることができるとい
うメリットがある反面、セルフ撮影をする場合に、画角内に被写体が入っているかを確認
することができないというデメリットがある。そのため、アダプタ本体６２の前面に、セ
ルフ撮影時に撮影者が画角を確認するための画角確認用表示部６３を設けるとよい。
【００４２】
図１１に示すように、画角確認用表示部６３は、凹部６５と、その凹部の奥に配置され、
撮影者が補助レンズ３１の画角内に入っている場合に撮影者によって視認可能なマーク６
６とからなる。凹部６５は、アダプタ本体６２の前面に形成されており、マーク６６は、
取り付け枠３３の前面に形成された突起によって構成される。アダプタ本体６２を挿入位
置に移動すると、凹部６５の奥に形成された開口６５ａに、マーク６６が進入する。
【００４３】
このマーク６６が見える角度θは、前記補助レンズ３１の画角に応じて決められる。角度
θは、マーク６６の大きさ（直径）とマーク６６が配置される深さに応じて決まるので、
角度θが補助レンズ３１の画角に合うように、マーク６６の直径や深さが決められる。な
お、マーク６６を取り付け枠３３に形成した例で説明しているが、もちろん、取り付け枠
３３に設けなくてもよく、例えば、凹部の奥に、印刷によりマークを設けてもよい。
【００４４】
図１２に示すように、セルフ撮影時に、レンズ付きフイルムユニット１０を撮影者自身に
向けて構えたときに、被写体である撮影者が補助レンズ３１の画角内に入っていれば、図
１２（Ａ）や図１２（Ｂ）に示すように、凹部６５の奥のマーク６６を視認することがで
きる。図１２（Ａ）は、撮影者が画角の中心に入っている場合の画角確認用表示部６３の
見え方を示し、図１２（Ｂ）は、撮影者が画角の端に入っている場合の見え方を示す。他
方、撮影者が画角内に入っていない場合には、図１２（Ｃ）のように、マーク６６を見る
ことができない。この画角確認用表示部６３は、反射ミラーと比較して、低コストで実装
することができるので、近接撮影用アダプタ６１の低コスト化に寄与することができる。
【００４５】
また、近接撮影用アダプタ６１の近接撮影用視野枠４１にハーフミラーをはめ込み、これ
を反射ミラーの代わりとしてもよい。
【００４６】
上記実施形態では、近接撮影用アダプタをレンズ付きフイルムユニットに着脱自在に取り
付ける例で説明したが、近接撮影用アダプタをレンズ付きフイルムユニットに固定式に取
り付けてもよい。また、近接撮影用アダプタのアダプタ本体に、近接撮影用視野枠や反射
ミラーを一体に設けた例で説明したが、これらは着脱式に取り付けられるようにしてもよ
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光板を着脱可能にアダプタ本体に取り付けてもよい。
【００４７】
また、近接撮影用アダプタをレンズ付きフイルムユニットに装着する例で説明したが、レ
ンズ付きフイルムユニットの代わりにコンパクトカメラに装着するようにしてもよい。
【００４８】
【発明の効果】
　以上詳細に説明したように、本発明の近接撮影用アダプタは、遮光板に、前記ストロボ
発光部からの光が通過する多数の穴を形成した減光板を使用し、前記複数の穴を、それら
の配列パターンが遮光板の中心を通る水平軸及び垂直軸を基準に上下左右で非対称となる
ように配置したから、配光の明部と暗部の規則性が排除されるので、配光ムラを軽減する
ことができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】近接撮影用アダプタを装着したレンズ付きフイルムユニットの外観斜視図である
。
【図２】近接撮影用アダプタの構成図である。
【図３】近接撮影用アダプタの正面図である。
【図４】近接撮影用視野枠の説明図である。
【図５】減光板の正面図である。
【図６】通過孔の口径や配置を示す説明図である。
【図７】減光板の取り付け姿勢を示す説明図である。
【図８】配光角と、減光板と発光面との距離との関係を示す説明図である。
【図９】通過孔の内周面のテーパの説明図である。
【図１０】反射ミラー無しの近接撮影用アダプタの例を示す説明図である。
【図１１】画角確認用表示部の説明図である。
【図１２】レンズ付きフイルムユニットの向きに応じたマークの見え方の説明図である。
【図１３】従来の近接撮影用アダプタの減光板の説明図である。
【符号の説明】
１０　レンズ付きフイルムユニット
１１，６１　近接撮影用アダプタ
１３　撮影レンズ
３１　接写用補助レンズ
３２　アダプタ本体
３３　取り付け枠
４１　近接撮影用視野枠
４２　ターゲットリング
４３　反射ミラー
４６　減光板
４７　遮光板
４８　通過孔
６３　画角確認用表示部
６５　凹部
６６　マーク
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