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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　前群、中間群の光学レンズをそれぞれ保持する第１、第２保持部材を備え、被写体像を
微少移動させる振れ補正手段を備えた光学レンズ鏡筒において、
　前記第１の保持部材に保持された前群の光学レンズ前面を覆う位置と待避する位置の間
で開閉動作するレンズバリアと、
　前記レンズバリアを開閉駆動するバリア作動部材と、
　光軸方向に延出し前記バリア作動部材を光軸中心に回転動作させるバリア駆動カム部と
、
　前記光学レンズを通過する光束を遮光する位置と待避する位置の間で開閉動作するシャ
ッタ手段を駆動する第１の駆動源と、
　前記光束の光量を増減調節する光量規制手段を駆動する第２の駆動源と、
　前記振れ補正手段を互いに異なる方向に駆動する第３、第４の駆動源とを有し、
　前記第１の駆動源、前記第２の駆動源、および前記バリア作動部材及び前記バリア駆動
カム部の逃げ部を正位置において前記第２の保持部材の上方に配置するとともに前記第３
、第４の駆動源を正位置において前記第２の保持部材の下方に配置したことを特徴とする
光学レンズ鏡筒。
【請求項２】
　前記振れ補正手段には、振れ補正を司る前記光学レンズを保持するレンズ保持枠があり
、前記バリア作動部材及び前記バリア駆動カム部の逃げ部は、前記レンズ保持枠と光軸を
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中心とした半径方向において重なって配置されていることを特徴とする請求項１記載の光
学レンズ鏡筒。
【請求項３】
　前記シャッタ手段、前記光量規制手段に給電する給電部材を有し、
　前記給電部材の一端に前記シャッタ手段の駆動源を、前記給電部材の他端に前記光量規
制手段の駆動源を接続し、
　前記バリア作動部材及び前記バリア駆動カム部の逃げ部は前記光量規制手段の駆動源に
隣接していることを特徴とする請求項１記載の光学レンズ鏡筒。
【請求項４】
　請求項１記載の光学レンズ鏡筒を備えることを特徴とする撮像装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、光学レンズ鏡筒及びその光学レンズ鏡筒を備える撮像装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、カメラ鏡筒（光学レンズ鏡筒）のレンズを保護するレンズバリア（以降、バ
リアと称する）の駆動方式として、光軸方向の移動を回転方向に変換させてバリア駆動部
材を光軸周りに回転させ、バリアを開閉する機構が一般的に用いられていた。代表的な構
成は、例えば特許文献１の図５に示されている。
【０００３】
　この機構では、作動部材１９が光軸方向に移動し、ベース部材１０に備えられるカム部
１０ａと作動部材のカム面１９ａが当接すると、作動部材１９が光軸を中心に回転する様
に構成されている。
【０００４】
　この方式では、カム部１０ａが固定部材から延出しているので、容易に十分な強度を確
保でき、また、バックラッシュは作動部材に生じるため、駆動力伝達ロスやタイミングの
ばらつきが生じにくい利点がある。
【特許文献１】特開２００６－０９８４８６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ところで、バリア機構を保持する前群鏡筒とベース部材の間には通常シャッタや絞り（
またはＮＤフィルタ）を有する中間群鏡筒が存在する。前述のカム部１０ａ及び１９ａは
この中間群鏡筒を貫通することになるため、シャッタや絞りはそれらを避けた場所に配置
せざるを得ず、設計自由度が制限されていた。
【０００６】
　また、従来より、最後群のフォーカスレンズを光軸方向に移動させてフォーカシングす
る様な構成が用いられている。しかし、移動のためにガイド部材や送りネジが光軸方向に
延びており、カメラ不使用時に鏡筒全長を短縮するために中間群鏡筒がフォーカスレンズ
方向に移動すると、先述のガイド部材や送りネジが中間群鏡筒と重なってしまう。そこで
、中間群鏡筒の一部に逃げ構造を設けてあり、実際上、その部分は他の機構部品を配置で
きないことになる。
【０００７】
　加えて近年では、手振れによる画像の振れを、一部のレンズを振れが打ち消される方向
に移動することによって補正する振れ補正機構が取り入れられることが多い、しかし、振
れ補正機構も前述の中間群鏡筒に配置されるため、小型を保ってレイアウトを行うことが
更に困難な状況になっていた。
【０００８】
　一方、他のバリア駆動方式として、鏡筒を構成する回転筒の回転運動を作動部材に連動
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させて、作動部材を回転駆動させる方式も従来から用いられている。この方式では、駆動
源（モータ）から回転筒迄の駆動力伝達系での伝達ロスが大きく、またバックラッシュが
大きいために駆動タイミングのばらつきが生じ易いという課題がある。
【０００９】
　そのため、先述の様に、固定部材が直接に作動部材を回転駆動する方式におい、てシャ
ッタ、絞り、手振れ補正機構を効率的にレイアウトして小型化を実現することが求められ
ていた。
【００１０】
　本発明の目的は、中間群鏡筒に絞り機構、シャッタ機構、手振れ補正機構を有しつつ鏡
筒を小型に保つレイアウトを実現することができる光学レンズ鏡筒及び撮像装置を提供す
ることにある。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　上記目的を達成するために、請求項１記載の光学レンズ鏡筒は、前群、中間群の光学レ
ンズをそれぞれ保持する第１、第２保持部材を備え、被写体像を微少移動させる振れ補正
手段を備えた光学レンズ鏡筒において、前記第１の保持部材に保持された前群の光学レン
ズ前面を覆う位置と待避する位置の間で開閉動作するレンズバリアと、前記レンズバリア
を開閉駆動するバリア作動部材と、光軸方向に延出し前記バリア作動部材を光軸中心に回
転動作させるバリア駆動カム部と、前記光学レンズを通過する光束を遮光する位置と待避
する位置の間で開閉動作するシャッタ手段を駆動する第１の駆動源と、前記光束の光量を
増減調節する光量規制手段を駆動する第２の駆動源と、前記振れ補正手段を互いに異なる
方向に駆動する第３、第４の駆動源とを有し、前記第１の駆動源、前記第２の駆動源、お
よび前記バリア作動部材及び前記バリア駆動カム部の逃げ部を正位置において前記第２の
保持部材の上方に配置するとともに前記第３、第４の駆動源を正位置において前記第２の
保持部材の下方に配置したことを特徴とする。
【００１２】
　請求項４記載の撮像装置は、請求項１記載の光学レンズ鏡筒を備えることを特徴とする
。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明の光学レンズ鏡筒によれば、中間群鏡筒に絞り機構、シャッタ機構、手振れ補正
機構を有しつつ鏡筒を小型に保つレイアウトを実現することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
　以下、本発明の実施の形態を図面を参照しながら詳細に説明する。
【００１５】
　図１は、本発明の実施の形態に係る撮像装置としてのデジタルカメラの外観図である。
【００１６】
　本デジタルカメラは、防振システムを有しており、撮影光軸３１１に対して矢印３１２
ｐ、３１２ｙで示すカメラ縦振れ及び横振れに対し振れ補正を行う。ここで、カメラ本体
３１３は、撮影レンズを有するレンズ鏡筒３１３ａ、シャッタレリーズボタン３１３ｂ、
照明装置３１３ｃを備える。カメラ本体３１３の背面には液晶モニタが設けられており、
後述する撮像素子で撮像される被写体像を確認できる様になっている。
【００１７】
　図２は、図１のデジタルカメラにおける振れ補正機構の模式図である。
【００１８】
　図２において、１群レンズ３１５、２群レンズ３１６、３群レンズ３１７を表し、２群
レンズ３１６を光軸３１８に直交する平面内で移動させることによって、撮像素子３１９
上の被写体像を移動させて防振を行う。
【００１９】
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　尚、本実施の形態では、それぞれ鉛直方向から４５度傾いた方向の２軸で補正しており
、それぞれを、３２０Ａ方向、３２０Ｂ方向と称することとする。センサ３１８ｐ、３１
８ｙは、それぞれ水平方向軸３１９ｐ、鉛直方向軸３１９ｙ周りの振動を検出する。
【００２０】
　本実施の形態では、回転角加速度を検出するジャイロ素子を用いている。前述の様に、
２群レンズの補正方向は３２０Ａ、３２０Ｂ方向だが、ジャイロ素子は四角いパッケージ
なのでカメラ基板に実装するに当たり、実装効率が有利な従来通りのピッチ及びヨー方向
に向けて配置してある。
【００２１】
　下記の説明では、代表して３２０Ａ方向についてのみ説明を行うが、３２０Ｂ方向の動
作も同様であることは言うまでもない。尚、本発明では、補正方向を前述の様に４５傾け
てあるが、他には０度と９０度の２方向を補正方向とする方式もある。
【００２２】
　前者の利点は、２群レンズの重力の影響がＡ軸とＢ軸に均等に作用するため、各軸の制
御特性に大きな差が生じにくいという点にある。
【００２３】
　２群レンズ３１６を保持して一体的に補正移動する補正レンズホルダ３２７、補正レン
ズホルダ３２７に一体的に保持されるマグネット３２０ａ、マグネット３２０ａと対向し
て配置されたコイル３２２ａがある。
【００２４】
　また、マグネット３２０ａの磁界を検出するホール素子３２３ａ、３２４ａは振れ補正
制御を司るマイコン３２４ａ、３２５ａはマイコン３２４ａの指示に基づきコイルに電力
供給を行うドライバ３２５ａがある。また、マイコン３２４ａ及びカメラの動作を制御す
るＣＰＵ３２６がある。
【００２５】
　上記構成によるカメラの振れ補正制御を説明する。
【００２６】
　カメラ電源を投入するとＣＰＵ３２６が立ち上がり、ＣＰＵ３２６はマイコン３２４ａ
を動作させてジャイロの出力を検出する。ＣＰＵ３２６は、ピッチ軸、ヨー軸周りの振動
を合成して、３２０Ａ軸周り、３２０Ｂ軸周りの振動に変換を行い、マイコン３２４ａに
入力する。
【００２７】
　マイコン３２４ａは、ホール素子３２３ａの出力信号を検出して補正レンズホルダ３２
７の位置を算出し、前述の振動をうち消す移動方向を算出してドライバ３２５ａに通電指
示を与える。ドライバ３２５ａは、コイル３２２ａに通電し、コイル３２２ａが磁界を発
生し、マグネット３２０ａに３２０Ａあるいは３２０Ｂ軸方向の電磁力が働いて、補正レ
ンズホルダ３２７を移動させる。
【００２８】
　マイコン３２４ａ、コイル３２２ａ、ホール素子３２３ａは、フィードバック系を構成
しており、一定周期でコイル通電後の補正レンズホルダ位置を算出しながらコイル３２２
ａへの通電を繰り返して補正を行っている。
【００２９】
　上記の動作を３２０Ａ軸、３２０Ｂ軸方向で並行して行うことによって、光軸に垂直な
平面内で自在な方向に補正レンズを移動させることが可能となっている。
【００３０】
　（第１の実施の形態）
　図３は、本発明の実施の形態に係るレンズ鏡筒（光学レンズ鏡筒）の分解斜視図である
。
【００３１】
　図３において、第１のレンズ群を構成する光学レンズ１、第２のレンズ群を構成する光
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学レンズ２、第３のレンズ群を構成する光学レンズ３を示す。尚、本発明の光学系では、
第１群、第２群が倍率変化及び像面補正を司り、第３群が焦点調節を行うフォーカスレン
ズである。
【００３２】
　第１群のレンズ１を保持する１群ホルダ１４の全面を覆う化粧板１１、撮影光路を覆う
位置と待避位置との間で開閉するレンズバリア１２が示される。バリア羽根はレンズバリ
ア１２から延びた回転軸１２ａを中心として回転する。
【００３３】
　レンズバリア１２を駆動する駆動リング１３、駆動リング１３から光軸方向に一体的に
延伸しているアーム１３ａが示される。アーム１３ａが、後述するＣＣＤホルダの駆動カ
ム７ａと当接することによって駆動リング１３は光軸を中心に回転する。
【００３４】
　前述の１群ホルダ１４、レンズバリア１２と駆動リング１３の間に掛かり互いに引き寄
せるバリアスプリング１５、１群ホルダ１４に圧入固定されていて後述の移動カム環４の
カム溝４ａと嵌合するフォロワピン１６が示される。上記１１から１６のユニットによっ
て１群鏡筒１０が構成される。
【００３５】
　第２のレンズ群を保持する２群鏡筒２０は、後述するがシャッタユニット、絞りユニッ
ト、振れ補正機構を内包している。２群鏡筒２０に一体的に設けられた２本の固定フォロ
ワピン２０ａ、２群鏡筒２０に対して可動であり、光軸から離間する方向に不図示のスプ
リングによって押圧されている可動フォロワピン２０ｂが示される。２群ユニットの詳細
な構成は後述する。
【００３６】
　第３のレンズ群３を保持する３群鏡筒３１、３群鏡筒３１を保持するＣＣＤホルダ７、
ＣＣＤホルダ７に一端が固定されており３群鏡筒３１を摺動可能に保持するガイドバー３
２、３群鏡筒３１を光軸方向に移動させるための送りネジ３３が示される。、送りネジ３
３の後端部に不図示のギアが固定されている。
【００３７】
　送りネジ３３と螺合する送りナット３４、３群鏡筒３１を片寄せする引っ張りスプリン
グ３５が示される。３群鏡筒３１を駆動する駆動源となるフォーカスモータ３６、フォー
カスモータ３６の回転を送りネジ３３に伝達する伝達ギア３７、伝達ギア３７を保持する
ギアカバー３８が示される。
【００３８】
　前述のバリア駆動カム７ａはＣＣＤホルダ７と一体に構成されている。光学系により結
像された像を電気信号に変換する撮像素子としてのＣＣＤ４１、ＣＣＤ４１を保持するＣ
ＣＤプレート４２、ＣＣＤプレート４２をＣＣＤホルダ７から離間する方向に押圧するＣ
ＣＤスプリング４３が示される。
【００３９】
　ＣＣＤプレート４２の光軸方向の位置を調節するＣＣＤ調整ビス４４、ローパスフィル
タ４５、ローパスフィルタ４５とＣＣＤプレート４２の間を塞ぎ、ゴミがＣＣＤ周囲に入
り込むことを防ぐ防塵ゴム４６が示される。
【００４０】
　１群鏡筒１０及び２群鏡筒２０を光軸方向に移動させるズーム駆動系の駆動源であるズ
ームモータ５１、ズームモータ５１の回転軸に直結したウォームギア５２、ウォームギア
５２の回転を順次伝達するズームギア列５３が示される。
【００４１】
　１群鏡筒及び２群鏡筒を保持する移動カム環４は、内周面に１群鏡筒１０を保持するカ
ム溝４ａ及び２群鏡筒２０を保持するカム溝４ｂが設けられている。移動カム環４の後端
部外周にはズームギア列と噛み合うギア４ｃを有している。同様に、後端部外周には後述
する固定筒６のカム溝６ａと嵌合するフォロワピン４ｄがカム環と一体的に設けられてい
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る。
【００４２】
　１群鏡筒１０及び２群鏡筒２０の回転を規制する直進ガイド環５の側面には１群鏡筒１
０を直進ガイドするガイド溝５ａと２群鏡筒を直進ガイドするガイド溝５ｂが設けられて
いる。
【００４３】
　また、前端部外周に突起５ｃ、後端部に鍔部５ｄがあり、移動カム環４に対する抜け防
止構造を成している。鍔部には突起５ｅがあり、後述の固定筒６内面にある不図示の直進
溝と嵌合しているので、直進ガイド環は光軸方向のみに移動可能となる。前述の様に移動
カム環４を保持する固定筒６は、内周面にカム溝６ａが設けられている。
【００４４】
　レンズ鏡筒のズームモータ５１とフォーカスモータ３６に電力を供給するフレキシブル
プリント基板（以降、鏡筒ＦＰＣと称する）６１が示される。図において鏡筒ＦＰＣ６１
の紙面裏面側に実装されているフォトインタラプタ６２は、ウォームギア５２に一体的に
構成されたプロペラの回転を、これも不図示のもう一つのフォトインタラプタと協同して
検出する。
【００４５】
　以上の様に構成されたレンズ鏡筒における動作を説明する。まずズームの駆動について
説明する。
【００４６】
　ズームモータ５１が回転すると、ウォームギア５２及びズームギア列５３を伝達して移
動カム環４のギア４ｃに駆動力が伝達される。移動カム環４が回転するとフォロワ４ｄが
カム溝６ａに倣うので光軸方向にも移動する。
【００４７】
　移動カム環４の内側には１群鏡筒１０と２群鏡筒２０がそれぞれカム溝４ａ及び４ｂに
吊られているが、固定筒６によって回転を規制されている直進ガイド環５のガイド溝５ａ
及び５ｂによって１群鏡筒１０と２群鏡筒２０は回転が規制される。そのため、１群鏡筒
１０と２群鏡筒２０は光軸方向に移動する。ズームモータ５１を所望の位置で停止させる
と１群レンズと２群レンズの位置によってズーム倍率が決定する。
【００４８】
　ここで、ズーム位置の検出に際しては、不図示のフォトインタラプタで直進ガイド環５
の光軸方向のリセット位置を検出して基準位置とし、前述のフォトインタラプタ６２と不
図示のもう一つのフォトインタラプタによって回転方向及び回転パルスを検出する。そし
て基準位置からの相対位置を演算する。
【００４９】
　次にフォーカスレンズの駆動について説明する。
【００５０】
　フォーカスモータ３６が回転すると、不図示のピニオンギアの回転が伝達ギア３７によ
って送りネジ３３のギアに伝達され、送りネジ３３が回転する。３群鏡筒３１は、引っ張
りスプリング３５によって送りネジ３３と螺合しているナット３４に片寄せされており、
ナット３４は３群鏡筒３１によって回転方向を規制されている。
【００５１】
　このため、送りネジ３３が回転するとナット３４は回転できず、送りネジ軸方向にのみ
移動可能となり、片寄せされている３群鏡筒３１もナット３４と一体的に光軸方向に移動
することになる。
【００５２】
　３群鏡筒３１のリセット位置は、鏡筒ＦＰＣ６１の図面裏面側に実装されているフォト
インタラプタ６３によって検出され、そこを基準位置としてフォーカスモータ３６の駆動
パルスをカウントすることで相対位置を演算することによって絶対位置を算出している。
ここでフォーカスモータ３６として本実施の形態ではパルスモータを使用している。
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【００５３】
　次に、中間群鏡筒としての２群鏡筒の構成について図４、図５、図６を用いて説明する
。
【００５４】
　２群鏡筒２０は前述の様に手振れ補正、シャッタ、絞りの各機構を有している。図４は
２群鏡筒２０の分解斜視図である。図４において、２群鏡筒２０の基台である２群ベース
１０１、前述のフォーカス送りネジ３３の逃げ形状部１０１ａ、フォーカスガイドバー３
２の逃げ形状部１０１ｂが示される。
【００５５】
　本レンズ鏡筒は、非使用時に各レンズ群鏡筒の間隔を短縮して小型化を図っているが（
以降この状態を沈胴状態と称する）、フォーカス送りネジ３３とフォーカスガイドバー３
２は光軸方向に突出しているため、沈胴時に２群ベース１０１を貫通してしまう。
【００５６】
　すると、レンズを通過しない光線が貫通部を通過してＣＣＤ４１に入射して光線漏れを
起こすため、逃げ形状部１０１ａと１０１の様に、袋形状を成して極力光線漏れを防ぐ形
状にすることが必要である。但し、この様に構成すると２群ベース１０１の一部が他の機
構に使用できなくなる不都合も生じる。
【００５７】
　２群レンズ群（第２のレンズ群）２を保持する２群レンズホルダ１０２には２群レンズ
群２がかしめられている。２群レンズホルダ１０２にはマグネット１０３Ａ及び１０３Ｂ
が一体的に保持されている。図４の符号における添字Ａ及びＢは、図５におけるＡ方向及
びＢ方向と対応している。
【００５８】
　図５は、２群鏡筒２０を被写体側から見た図であり、説明のために後述するセンサホル
ダ、２群ＦＰＣ、２群カバーを外した状態を表している。
【００５９】
　２群レンズホルダ１０２には、３箇所のフック１０２ａがあり、引張りスプリング１０
４が掛けられている。有効外光をカットする固定絞り１０６は、フックによって２群レン
ズホルダ１０２に固定されている。
【００６０】
　コイルとボビンからなるコイルユニット１０７Ａ及び１０７Ｂは、２群ベース１０１の
窪みに接着固定されている。コイルへの給電は、ボビンに埋設されコイルと電気的に接続
された金属ピン１０７Ａ－ａ及び１０７Ｂ－ａに対して、後述する２群ＦＰＣによって行
われる。
【００６１】
　２群レンズホルダ１０２に掛けられたスプリング１０４の他端は、２群ベース１０１の
不図示のフックに掛けられていて、２群ベース１０１と２群レンズホルダ１０２との間に
は非磁性３個のボール１０５が挟まれている。２群レンズホルダ１０２は、２群ベース１
０１に向かってボールを介して押圧された状態になっている。
【００６２】
　但し、ボール１０５を介しているので、光軸に垂直な平面内では自由に移動することが
可能になっている。この２群レンズホルダ１０２を平面内で移動させることによってＣＣ
Ｄ上の像を制御して振れ補正を行う。
【００６３】
　シャッタ羽根を駆動するアクチュエータ１０９、ＮＤフィルタを駆動するアクチュエー
タ１１０が示される。共に通電方向の正逆転によってアームの停止位置が切り替わる、所
謂２点切り替え方式のアクチュエータである。
【００６４】
　２群ＦＰＣ（フレキシブルプリント基板）１１２の一端は半円弧形状を成している。半
円弧の両端には前述のアクチュエータ１０９及び１１０が半田接続されており、途中には
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前述のコイルスタッドと半田接続するランド１１２ａが設けられている。また、裏面側に
は磁界を検出するホール素子１１３Ａ及び１１３Ｂが実装されている。
【００６５】
　即ち、シャッタ手段、光量規制手段に給電する給電部材としての２群ＦＰＣ１１２の一
端にシャッタ手段の駆動源としてのアクチュエータ１０９を、給電部材の他端に光量規制
手段の駆動源としてのアクチュエータ１１０を接続する。
【００６６】
　また、バリア作動部材及びバリア駆動カム部の逃げ部は光量規制手段の駆動源に隣接し
ている。
【００６７】
　２群レンズホルダ１０２のマグネット１０３Ａ及び１０３Ｂは、図６に示す様に、Ａ方
向及びＢ方向に着磁されており、Ａ方向及びＢ方向への移動を各ホール素子が磁界の変化
として検出して、その変化量に基づいて移動量を算出している。マグネットとホール素子
の位置精度は重要であるので、ホール素子１１３Ａ及び１１３Ｂはセンサホルダ１０８に
対して圧入されて精度良く位置決めされる様になっている。
【００６８】
　この様な２群ＦＰＣ１１２がセンサホルダ１０８上に固定され、センサホルダ１０８は
２群ベース１０１に載置される。そして２群カバー１１１をビス１１４及び外周フックで
２群ベース１０１に固定することにより、センサホルダ１０８、アクチュエータ１０９、
１１０は２群ベース１０１に対して固定される。
【００６９】
　図５は、２群鏡筒を図４の反対側から見た分解斜視図である。
【００７０】
　図中の符号で前述と同一のものについては説明を省略する。シャッタ羽根１２１、１２
２は、アクチュエータ（シャッタアクチュエータ）１０９の駆動アームにより駆動される
。仕切り板１２３、光量を制限するＮＤフィルタ１２４は、アクチュエータ１１０によっ
て駆動され、光路中への進入と退避を繰り返す。シャッタカバー１２５は、２群ベース１
０１にフックで固定され、シャッタ羽根１２１、１２２、ＮＤフィルタ１２４を保護して
いる。
【００７１】
　次に、図７乃至図９に基づきレンズバリアの動作について説明する。
【００７２】
　図７乃至図９は説明を簡潔にするために、化粧板１１を外して被写体側から見た状態を
記載してある。尚、図７は、カメラ非使用時に鏡筒が短縮した状態（沈胴状態）、図８は
、バリア羽根が開き始める状態、図９は、鏡筒が撮影可能となりバリア羽根が開ききった
状態（操出し状態）を表している。
【００７３】
　図３での説明の様に、駆動リング１３は、アーム１３ａがＣＣＤホルダ７の駆動カム７
ａと当接してスロープに沿って回転駆動される。即ち、図７乃至図９で言えば鏡筒沈胴時
には駆動リングは時計方向に回転し、操出し時には反時計方向に回転する。
【００７４】
　レンズバリア１２の回転軸１２ａは、１群ホルダ１４にある軸穴に回転可能に嵌合して
いる。レンズバリア１２の裏側には、不図示のフックがありバリアスプリング１５のフッ
クが係止されている。バリアスプリング１５の他端のフックは駆動リング１３にあるフッ
ク１３ｃに係止され、バリアスプリング１５は常に引張られた状態になっている。
【００７５】
　図７では、２枚のバリアスプリング１５は互いに当接した状態にある。駆動リング１３
は駆動カム７ａにより時計方向に回されて停止している。このとき、バリアスプリング１
５は最大のチャージ状態になっている。
【００７６】
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　図８は、鏡筒が若干繰り出した状態であり、駆動カム７ａに沿って駆動リング１３は反
時計方向に回転している。駆動リング１３には作動部１３ｂが２カ所にあって、バリア羽
根裏側にある不図示の受け面と当接している。
【００７７】
　図９は、鏡筒が完全に繰り出した状態であり、駆動リング１３はアーム１３ａが駆動カ
ム７ａから離れている。駆動リング１３は更に反時計方向に回転して作動部１３ｂがレン
ズバリア１２を押し、レンズバリア１２は軸１２ａを中心にそれぞれ時計方向に回転して
開いた状態となっている。
【００７８】
　ここで、駆動リング１３がレンズバリア１２を回転させる原理は、羽根に加わる駆動リ
ング１３からの力とバリアスプリング１５から加わる力のレバー比によってなる。
【００７９】
　つまり、回転軸中心からスプリングフックまでの距離よりも、回転軸中心から作動部ま
での距離が大きいため、それぞれから加わる力はほぼ同等でも羽根を回転させるモーメン
トは作動部から加わる方が大きくなり、結果としてはバリア羽根を押し広げることになる
。
【００８０】
　尚、バリア開閉の機構は上記に限定されるものではなく、駆動リング１３を介して開閉
する方式であれば上記と同様の説明が成り立つ。
【００８１】
　次に、これまで説明した２群ユニットとバリア駆動機構が小型を保ちつつ成立する配置
について説明する。
【００８２】
　図１０、図１１は、沈胴時のＣＣＤホルダと２群鏡筒を側面と正面から見た図である。
図１０、図１１には、更に駆動リング１３を加えてあるが、説明の簡易化のために、図１
１は、図１０の指示位置にて断面化してある。
【００８３】
　図１０の様に、２群鏡筒２０は、沈胴時にはほぼ駆動カム７ａの高さまでＣＣＤホルダ
７に接近して全長が短くなる様にされている。ここで、駆動カム７ａとアーム１３ａは、
図１１に示す様に、２群鏡筒２０の右側外周部に配置されている。
【００８４】
　駆動カム７ａは光軸方向に延びているので、撮影範囲以外の光線、所謂、有効外光が当
たり易く、反射光が撮像素子に入射してゴーストとなる恐れがある。そこで、カメラの一
般的な姿勢、即ち、図１３に示した様に、グリップが右に来る姿勢（以降、正位置と称す
る）において上記現象が起きにくくすることが望ましく、そのために駆動カム７ａは光軸
からできるだけ上方に配置することが望ましい。
【００８５】
　これは、正位置においては、太陽等の輝度が高い光源は通常被写体より上方に位置する
ことが多く、駆動カムを光軸より上方に配置すると有効外光が駆動カム７ａに当たりにく
くなるためである。
【００８６】
　更に、有効外光が当たりにくく、かつ当たっても撮像素子（ＣＣＤ４１）に入射しにく
くするためには、光軸からの距離をできる限り離すことが重要である。そこで、本実施の
形態でも、図１１の様に、２群鏡筒２０の外周部に駆動カム７ａを配置している。また、
２群鏡筒２０には駆動カム７ａとアーム１３ａが貫通する範囲があり（バリア駆動部の逃
げ部）その範囲には構成部品を配置できないが、その周囲の範囲を有効に使うために駆動
カム７ａはできるだけ外周部に配置することが重要である。
【００８７】
　以上の様にして、駆動カム７ａの望ましい配置は正位置において光軸の上方かつ２群の
外周に制限される。
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【００８８】
　同様の理由によって、３群鏡筒３１の送り機構を構成するガイドバー３２と送りネジ３
３の配置も光軸から上方の外周部に必然的に決まる。特にこの２つは、強度上金属からな
るため、反射率が高く、高さも一般的に駆動カム７ａより高いため有効外光が当たり易い
ことから、本実施の形態では正位置において光軸の真上に置いてある。当然送り機構の逃
げ構造も同じ位置に置かれる。
【００８９】
　以上の様にして、３群送り機構の逃げ構造（以降、３群逃げと称する）も配置が決定さ
れる。
【００９０】
　更に、図６に示した様に、光軸から下側には２群レンズホルダ１０２を駆動するコイル
１０７Ａ、Ｂとマグネット１０３Ａ、Ｂが置かれる。前述の様に、３群駆動機構を光軸の
上方に配置すると、互いに９０度傾いたコイルとマグネットは、図６の様に、光軸の下方
にしか配置することは困難である。
【００９１】
　残った範囲にシャッタと絞りのアクチュエータ１０９、１１０を配置するわけだが、光
軸真上に３群逃げがあり、光軸下側に振れ補正機構があるため、配置可能な範囲はその間
の２カ所に限られてしまう。
【００９２】
　また、３群逃げとコイルの間に２つのアクチュエータ１０９、１１０を配置することは
困難であり、本実施の形態では、図６の様に、光軸左上にシャッタのアクチュエータ１０
９を、光軸右上にＮＤフィルタ１２４のアクチュエータ１１０を配置してある。
【００９３】
　ここで立ち返って、駆動カム７ａの配置を考えると、前述の様に光軸の上側かつ２群鏡
筒２０の外周部に置くことが望ましかった。ところが、３群逃げも外周部が望ましいため
光軸を中心とした同じ位相上には配置できない。
【００９４】
　また、アクチュエータも高速シャッタスピードを得ようとすると限られたスペースを最
大限使用した大きさになるため、２群鏡筒２０の外周部まで使って配置することになる。
よって、駆動カム７ａやアーム１３ａはアクチュエータと同じ位相上にも配置することが
困難である。
【００９５】
　残る場所は３群逃げ１０１ａ、１０１ｂとアクチュエータ１０９、１１０の間、若しく
は、コイル１０７Ａ、Ｂとアクチュエータ１０９、１１０の間である。
【００９６】
　前者のためには、アクチュエータをコイルに近づけて３群逃げとアクチュエータの間隔
を広げる必要があるが、コイルより近くに２群レンズホルダ１０２あるため十分な間隔を
得ることが困難である。後者のためには、アクチュエータを３群逃げに近づけ、アクチュ
エータとコイルの間隔を広げる必要がある。
【００９７】
　ここで、駆動カム７ａとアーム１３ａが作動するために必要とする範囲（バリア駆動部
逃げ）は図６のクロスハッチした扇上の範囲１２０になる。そのため、２群レンズホルダ
１０２のフック１０２ａの外側に位置することが可能であり、前述のアクチュエータより
も更にコイルに近接して配置できる。
【００９８】
　この様にして、アクチュエータとコイルの間の位相に駆動カムとアームの逃げ部を配置
することが可能となる。また、２群鏡筒２０を拡大すること無く、バリア駆動カム７ａと
アーム１３ａを配置することが可能になっている。
【００９９】
　次に、図１２を用いて２群ＦＰＣとアクチュエータの位置関係を説明する。
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【０１００】
　図１２は、前述の図１１において、２群カバー１１１を取り外して２群ＦＰＣ１１２が
現れた状態を示している。２群ＦＰＣ１１２は、鏡筒ＦＰＣ６１と固定筒６の外側でコネ
クタ６４ａとコネクタ結合されるが、鏡筒の上下左右にコネクタが張り出すことはカメラ
のサイズに影響するため好ましくない。
【０１０１】
　そこで、２群ＦＰＣ１１２は、鏡筒の対角方向に配置することになるが、光軸より上側
の鏡筒外周には図示を省略したが光学ファインダと光学ファインダをカム駆動するカム板
が配置される。そのため、干渉せずに２群ＦＰＣ１１２が固定筒６の外側に出てくること
が困難である。そこで、図１２の様に、光軸下側の、しかもズーム駆動系ではない左下に
出てくることになる。
【０１０２】
　ところでシャッタアクチュエータ１０９は高速でシャッタを作動させるために一般的に
比較的大きな電流を必要とする。ＦＰＣの配線は薄い銅箔であるので電気抵抗が自ずと高
くなりがちである。前述の様に、大電流を流すためにはできるだけＦＰＣによる配線長を
短くすることが望まれる。
【０１０３】
　そこで、本実施の形態では、図１２の様に、２群ＦＰＣ１１２の円弧形状の短い側の腕
１１２ｂにシャッタアクチュエータ１０９を接続している。
【０１０４】
　また、駆動カム７ａとアーム１３ａが通過する範囲は、２群ＦＰＣ１１２も削られて幅
が狭くなる。すると配線幅を広くとれなくなって電気抵抗が高くなってしまうが、円弧形
状の長い側の腕１１２ｃはＮＤフィルタアクチュエータ１１０を駆動するので、シャッタ
に比べて大電流は必要ではなく十分に動作させることができる。
【０１０５】
　以上の説明において、光量規制手段としてＮＤフィルタを用いているが、虹彩絞りや丸
絞りでも説明が成り立つことは言うまでもない。
【０１０６】
　（第２の実施の形態）
　図１３を基に第２の実施の形態を説明する。図１３は前述の第１実施の形態における２
群鏡筒の振れ補正機構の平面模式図である。
【０１０７】
　図中、フォーカス送りネジとフォーカスガイドバーの逃げ２０１ａ、２０１ｂ、振れ補
正レンズを保持しているレンズホルダ２０２、スプリング２０４を係止するフック２０２
ａが示される。また、レンズホルダ２０２に一体的に保持されているマグネット２０３Ａ
、シャッタアクチュエータ２０３Ｂ、２０９、ＮＤアクチュエータ２１０が示される。各
部位の働きは、第１の実施の形態と同一なので説明を省略する。
【０１０８】
　図１３の様に、バリアの駆動カムとアームの範囲はフォーカス逃げ２０１ａ、２０１ｂ
とＮＤアクチュエータ２１０の間に配置してある。第１の実施の形態の様に、駆動カムと
アームの逃げをレンズホルダと半径方向で重ねないので、第１の実施の形態よりも半径方
向で若干拡大することになる。
【０１０９】
　本発明の光学レンズ鏡筒は、前群、中間群、後群の光学レンズを備え、被写体像を微少
移動させる振れ補正手段を備える。
【０１１０】
　そして、前群の光学レンズ前面を覆う位置と待避する位置の間で開閉動作するレンズバ
リア１２と、レンズバリア１２を開閉駆動するバリア作動部材（駆動リング１３）とを備
える。また、一体的に延出しバリア作動部材を光軸中心に回転動作させるバリア駆動カム
部（駆動カム７ａ）を備える。
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【０１１１】
　また、光学レンズを通過する光束を遮光する位置と待避する位置の間で開閉動作するシ
ャッタ手段（シャッタ羽根１２１、１２２）を駆動する第１の駆動源（アクチュエータ１
０９）を備える。また、光束の光量を増減調節する光量規制手段（ＮＤフィルタ１２４）
を駆動する第２の駆動源（アクチュエータ１１０）を備える。
【０１１２】
　また、振れ補正手段を駆動する第３の駆動源（マグネット１０３Ａ、１０３Ｂ、コイル
ユニット１０７Ａ－ａ、１０７Ｂ－ａ、）を備える。振れ補正手段は、２群レンズホルダ
１０２、引張りスプリング１０４、ボール１０５、センサホルダ１０８、ホール素子１１
３Ａ、１１３Ｂで構成される。また、鏡筒全長短縮時において後群の光学レンズの移動手
段と干渉しない後群光学レンズ移動手段逃げ領域（３群逃げ１０１ａ、ｂ１０１）を備え
る。
【０１１３】
　そして、これらを円周上に配置し、かつ、第１の駆動源（１０９）または第２の駆動源
（１１０）と隣接してバリア作動部材とバリア駆動カム部の逃げ部（１２０）を配置した
。
【０１１４】
　また、振れ補正手段には、振れ補正を司る光学レンズ２を保持するレンズ保持枠（２群
レンズホルダ１０２）があり、バリア作動部材及びバリア駆動カム部の逃げ部は、レンズ
保持枠と光軸を中心とした半径方向において重なって配置されている。
【図面の簡単な説明】
【０１１５】
【図１】本発明の実施の形態に係る撮像装置としてのデジタルカメラの外観図である。
【図２】図１のデジタルカメラにおける振れ補正機構の模式図である。
【図３】本発明の実施の形態に係るレンズ鏡筒（光学レンズ鏡筒）の分解斜視図である。
【図４】本発明の実施の形態に係る撮像装置の振れ補正機構を表す分解斜視図である。
【図５】本発明の実施の形態に係る撮像装置のシャッタ、ＮＤフィルタ機構を表す分解斜
視図である。
【図６】本発明の実施の形態に係る撮像装置の振れ補正機構を表す平面図である（１）。
【図７】本発明の実施の形態に係る撮像装置のバリア開閉を表す平面図（沈胴時）である
。
【図８】本発明の実施の形態に係る撮像装置のバリア開閉を表す平面図（開き寸前）であ
る。
【図９】本発明の実施の形態に係る撮像装置のバリア開閉を表す平面図（撮影時）である
。
【図１０】本発明の実施の形態に係る撮像装置の２群鏡筒と駆動カムの位置関係を表す側
面図である。
【図１１】本発明の実施の形態に係る撮像装置の２群鏡筒と駆動カムの位置関係を表す平
面図である。
【図１２】本発明の実施の形態に係る撮像装置の２群ＦＰＣを表す平面図である。
【図１３】本発明の実施の形態に係る撮像装置の振れ補正機構を表す平面図である（２）
。
【符号の説明】
【０１１６】
１、２、３　光学レンズ
７ａ　駆動カム
１２　レンズバリア
１３　駆動リング
２０　２群鏡筒
１０１　２群ベース
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１０２　２群レンズホルダ
１０３Ａ、１０３Ｂ　マクネット
１０７Ａ、１０７Ｂ　コイルユニット
１０８　センサホルダ
１０９　シャッタクチュエータ
１１０　ＮＤアクチュエータ
１１２　２群ＦＰＣ
１１３Ａ、１１３Ｂ　ホール素子
１２１、１２２　シャッタ羽根

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】

【図７】
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【図８】 【図９】

【図１０】 【図１１】
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【図１２】 【図１３】
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