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(57)【要約】
【課題】バリア装置の外径に対する開口部の内径の比を
大きくすることが可能なバリア装置を提供する。
【解決手段】本発明のバリア装置は、開口部を有する支
持部と、支持部の開口部の周囲に開口部の中心を挟んで
対向する位置に配設された一対の支持軸部と、基端部が
支持軸部によって光路の光軸に沿う軸周りに回動可能に
支持され先端側が該回動によって開口部内に進退可能な
一対の遮蔽部材と、前記一対の遮蔽部材のそれぞれに設
けられ遮蔽部材の基端部から支持軸部よりも開口部の中
心側に延在し、かつ、他方の遮蔽部材の先端部から光路
の光軸方向に所定の距離だけ離間した一対の係合部と、
一対の係合部に係合し、かつ支持部に対して開口部の中
心周りに回動可能であって、該回動によって一対の遮蔽
部材を回動させる駆動部とを具備することを特徴とする
。
【選択図】図８
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　撮影光学系の光路が通過する開口部を有する支持部と、
　前記支持部の前記開口部の周囲であって、かつ前記開口部の中心を挟んで対向する位置
に配設された一対の支持軸部と、
　基端部が前記支持軸部によって前記光路の光軸に沿う軸周りに回動可能に支持され、先
端側が該回動によって前記開口部内に進退可能な一対の遮蔽部材と、
　前記一対の遮蔽部材のそれぞれに設けられ、前記遮蔽部材の基端部から前記支持軸部よ
りも前記開口部の中心側に延在し、かつ、他方の前記遮蔽部材の先端部から前記光路の光
軸方向に所定の距離だけ離間した一対の係合部と、
　前記一対の係合部に係合し、かつ前記支持部に対して、前記開口部の中心を通過する前
記光軸に沿う軸周りに回動可能であって、該回動によって前記一対の遮蔽部材を回動させ
る駆動部と、
　を具備することを特徴とするバリア装置。
【請求項２】
　前記一対の遮蔽部材は、合成樹脂からなることを特徴とする請求項１に記載のバリア装
置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、撮影光学系の前面に設けられた開口部を開閉するためのバリア装置に関する
。
【背景技術】
【０００２】
　カメラのレンズ鏡筒等の撮影光学系の前面を損傷や汚れから保護するために、撮影光学
系の前面に設けられた開口部を開閉するバリア装置が知られている。バリア装置は、例え
ば特開平８－２２０５９５号公報に開示されているように、撮影光学系の前面に設けられ
た開口部を、該開口部内に進退可能な複数の羽根状の遮蔽部材によって開閉する機構を有
する。
【０００３】
　羽根状の遮蔽部材によって開口部を開閉するバリア装置としては、遮蔽部材が、開口部
の周囲に設けられた支持軸周りに回動することにより、開口部内に進退する構成が知られ
ている。このような構成を有するバリア装置では、遮蔽部材に支持軸周りのモーメントを
与えるために、遮蔽部材には支持軸から径方向に離間した位置に駆動力を入力するための
力点が設けられる。例えば、遮蔽部材に駆動力を入力するための力点を、支持軸よりも開
口部の中心に近い側に設ける構成が考えられる。
【０００４】
　また、バリア装置は、レンズ鏡筒の細径化のため装置の細径化が望まれる。このため、
バリア装置は、特開平８－２２０５９５号公報に開示されているように、複数に分けられ
た遮蔽部材によって開口部を開閉することにより、遮蔽部材の幅を小さくし、装置の外径
に対する開口部の内径を大きくする構成を有する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開平８－２２０５９５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　遮蔽部材に駆動力を入力するための力点を遮蔽部材の支持軸よりも開口部の中心に近い
側に設け、さらに複数の遮蔽部材により開口部を開閉するバリア装置の場合、力点が他の
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遮蔽部材と干渉しないように、力点を他の遮蔽部材の移動軌跡よりも外側に配置しなけれ
ばならない。すなわち、複数の遮蔽部材の支持軸の離間距離を大きくしなければならず、
バリア装置の外径に対して開口部の内径が小さくなってしまうという問題がある。
【０００７】
　本発明は、上記問題点に鑑みてなされたものであり、複数の遮蔽部材を用いて開口部を
開閉するバリア装置において、当該バリア装置の外径に対する開口部の内径の比を大きく
することが可能なバリア装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明のバリア装置は、撮影光学系の光路が通過する開口部を有する支持部と、前記支
持部の前記開口部の周囲であって、かつ前記開口部の中心を挟んで対向する位置に配設さ
れた一対の支持軸部と、基端部が前記支持軸部によって前記光路の光軸に沿う軸周りに回
動可能に支持され、先端側が該回動によって前記開口部内に進退可能な一対の遮蔽部材と
、前記一対の遮蔽部材のそれぞれに設けられ、前記遮蔽部材の基端部から前記支持軸部よ
りも前記開口部の中心側に延在し、かつ、他方の前記遮蔽部材の先端部から前記光路の光
軸方向に所定の距離だけ離間した一対の係合部と、前記一対の係合部に係合し、かつ前記
支持部に対して、前記開口部の中心を通過する前記光軸に沿う軸周りに回動可能であって
、該回動によって前記一対の遮蔽部材を回動させる駆動部とを具備することを特徴とする
。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明によれば、複数の遮蔽部材を用いて開口部を開閉するバリア装置において、当該
バリア装置の外径に対する開口部の内径の比を大きくすることが可能なバリア装置を提供
することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】レンズ鏡筒の沈胴状態におけるレンズ光軸を含む縦断面図である。
【図２】レンズ鏡筒の撮影可能なワイド状態におけるレンズ光軸を含む縦断面図である。
【図３】レンズ鏡筒の撮影可能なテレ状態におけるレンズ光軸を含む縦断面図で
【図４】レンズ鏡筒の一部を示す分解斜視図である。
【図５】図４のレンズ鏡筒の他の一部を示す分解斜視図である。
【図６】レンズ鏡筒における３群枠とシャッタ・絞りユニットの分解斜視図である。
【図７】撮像ユニットの正面図である。
【図８】バリア装置の分解斜視図である。
【図９】バリア装置の閉鎖状態における背面図である。
【図１０】バリア装置の開放状態における背面図である。
【図１１】図９のXI-XI断面図である。
【図１２】係合部の移動軌跡と内側遮蔽部材の先端部の移動軌跡を説明する図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下に、本発明の好ましい形態について図面を参照して説明する。なお、以下の説明に
用いる各図においては、各構成要素を図面上で認識可能な程度の大きさとするため、各構
成要素毎に縮尺を異ならせてあるものであり、本発明は、これらの図に記載された構成要
素の数量、構成要素の形状、構成要素の大きさの比率、及び各構成要素の相対的な位置関
係のみに限定されるものではない。
【００１２】
　本実施形態のレンズ鏡筒１は、図１から図３に示すように、正屈折力をもつ１群レンズ
２１、負屈折力をもつ２群レンズ２２、正屈折力をもつ３群レンズ２３及び正屈折力をも
つ４群レンズ２４からなる４群構成の撮影光学系を保持するものであって、非撮影状態に
おいて撮影光学系を保持する枠部材が繰り込まれる沈胴可能なレンズ鏡筒である。レンズ
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鏡筒１は、シャッタ・絞りユニット８を内蔵している。
【００１３】
　また本実施形態では一例として、レンズ鏡筒１は、撮像素子９６を撮影光学系の結像面
上に保持する撮像ユニット９０と一体に構成されている。撮像ユニット９０は、撮像素子
９６を、撮影光学系の光軸と直交する平面上において移動可能に支持する、いわゆる像ブ
レ補正機構を有する。
【００１４】
　以下の説明において、撮影光学系の撮影レンズ光軸を「Ｏ」で示す。該光軸Ｏに沿う方
向（以下、光軸Ｏ方向と称する）のうち、被写体側方向を前方とし、結像側方向を後方と
する。また、光軸Ｏに直交する方向であって、前面側から見て左右方向をＸ方向とし、特
に右方向を＋Ｘ側とする。光軸Ｏに直交する方向であって、上下方向をＹ方向とし、特に
上方向を＋Ｙ側とする。光軸Ｏと直交する平面をＸＹ平面とする。
【００１５】
　レンズ鏡筒１は、詳しくは後述するが、１群レンズ２１、２群レンズ２２、３群レンズ
２３及び４群レンズ２４をそれぞれ保持し移動可能な枠部材である、１群枠４、２群枠６
、３群枠７及び４群枠１２を具備してなる。１群枠４、２群枠６、３群枠７及び４群枠１
２は、固定枠１３に対して光軸Ｏ方向に相対的に移動可能である。
【００１６】
　レンズ鏡筒１は、沈胴状態にあるとき、図１に示すように枠部材が後述する固定枠１３
側に繰り込まれ、１群レンズ２１、２群レンズ２２、３群レンズ２３及び４群レンズ２４
が互いに接近し、光軸Ｏ方向の全長が短縮された状態となる。一方、レンズ鏡筒１が撮影
可能なズームワイド状態及びズームテレ状態にあるときは、図２及び図３に示すように枠
部材が固定枠１３から光軸Ｏ方向前方に繰り出される。
【００１７】
　以下に、レンズ鏡筒１の構成を説明する。レンズ鏡筒１は、図４及び図５に示すように
、バリア装置３、１群枠４、２群枠６、カム枠５、３群枠７、シャッタ・絞りユニット８
、フロートキー９、移動枠１０、回転枠１１、４群枠１２、固定枠１３、ズーム駆動ユニ
ット５０、フォーカス駆動ユニット６０、及び撮像ユニット９０により主に構成されてい
る。
【００１８】
　バリア装置３は、撮影光学系の前側に配置され、該撮影光学系の光路上に配設された開
口部を移動可能な遮蔽部材によって開閉することにより、撮影光学系を保護するものであ
る。カム枠５は、光軸Ｏ周りに回転することによって１群枠４及び２群枠６を光軸Ｏ方向
に進退駆動させるためのものである。フロートキー９は、１群枠４及び２群枠６の光軸Ｏ
周りの回転を規制するためのものである。移動枠１０は、カム枠５を光軸Ｏ方向に進退駆
動し、また三群枠７及びフロートキー９の光軸Ｏ周りの回転を規制するためのものである
。回転枠１１は、光軸Ｏ周りに回転することによってカム枠５を回転駆動し。３群枠７を
光軸Ｏ方向に進退移動させるためのものである。
【００１９】
　固定枠１３は、光軸Ｏに対して位置が固定された部材であって、回転枠１１を光軸Ｏ周
りに回転移動及び進退移動可能に支持し、さらに移動枠１０の光軸Ｏ周りの回転を規制す
るためのものである。ズーム駆動ユニット５０は、回転枠１１を光軸Ｏ周りに回転駆動す
るためのものである。フォーカス駆動ユニット６０は、４群枠１２を光軸Ｏ方向に進退駆
動するためのものである。撮像ユニット９０は、撮像素子９６を保持し、該撮像素子９６
を光軸Ｏと直交する平面上で変位駆動するためのものである。
【００２０】
　以下に、レンズ鏡筒１を構成する各部材の詳細な構成を説明する。
【００２１】
　固定枠１３は、円筒形状部を有する枠部材であり、内周部に各部材を収容し、背面部に
撮像ユニット９０の基台部１４が固着される。固定枠１３の円筒形状部の内周部には、光
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軸Ｏ方向に対して斜行する回転枠用カム溝１３ａと、光軸Ｏ方向に沿った移動枠用直進ガ
イド溝１３ｃおよび４群枠用直進ガイド溝１３ｂと、後述するロングギヤ５４が収納され
るギヤ収納凹部１３ｄとが設けられている。
【００２２】
　また、固定枠１３の円筒形状部の外周部右側には、ズーム駆動ユニット５０が配設され
ており、円筒形状部の外周部左上には、フォーカス駆動ユニット６０が配設されている。
固定枠１３の前面部には遮光リング３５が固着されている。
【００２３】
　回転枠１１は、略円筒形状の枠部材であり、後端部外周が固定枠１３の内周部に回転進
退可能な状態で嵌入する。回転枠１１の後端部外周には、カムフォロア１１ｂが配設され
ている。カムフォロア１１ｂは、固定枠１３のカム溝１３ａに摺動可能に嵌入する。
【００２４】
　また、回転枠１１の後端部外周の所定の範囲にはロングギヤ５４に噛合するギヤ部１１
ａが設けられている。回転枠１１の内周部には光軸Ｏ方向に対して斜行する３群枠用カム
溝１１ｃと、カム枠用直進溝１１ｄとが設けられている。
【００２５】
　回転枠１１は、ズーム駆動ユニット５０によって駆動されるロングギヤ５４の回転によ
って光軸Ｏ周りに回転駆動される。回転枠１１は、カムフォロア１１ｂと固定枠１３のカ
ム溝１３ａとの係合によって、光軸Ｏ周りの回転に伴い光軸Ｏ方向進退移動する。なお、
回転枠１１の前面外周部には遮光リング３４および飾り環３３が装着されている。
【００２６】
　移動枠１０は、円筒形状部を有する枠部材であり、該円筒形状部が回転枠１１の内周部
に嵌入する。移動枠１０の円筒形状部の後端部には、回転枠１１に対してバヨネット結合
するフランジ部１０ａが設けられている。また、移動枠１０の後端部外周には、回転枠１
１よりも径方向外側に突出し、固定枠１３の直進ガイド溝１３ｃと係合するガイドピン１
０ｂが設けられている。
【００２７】
　移動枠１０は、回転枠１１に対して光軸Ｏ方向には共に進退し、かつ、光軸Ｏ周りに相
対回転可能に回転枠１１によって支持されている。そして、移動枠１０は、移動枠１０は
、ガイドピン１０ｂと固定枠１３の直進ガイド溝１３ｃとの係合によって光軸Ｏ周りの回
転が規制された状態で回転枠１１とともに光軸Ｏ方向に進退移動する。
【００２８】
　また、移動枠１０の円筒形状部には、該円筒形状部を貫通し光軸Ｏに対して斜行するカ
ム枠用カム溝１０ｃと、円筒形状部を貫通する３群枠用直進ガイド溝１０ｅと、円筒形状
部の内周部に彫設されたフロートキー用直進ガイド溝１０ｆが設けられている。
【００２９】
　カム枠５は、円筒形状の枠部材であり、移動枠１０の内周部に回転進退可能な状態で嵌
入する。カム枠５の後方の外周部には、径方向外側に突出するカムフォロア５ｄが設けら
れている。おり、該カムフォロア５ｄの中心部には、直進ガイドピン３８が外方に突出し
た状態で嵌入固着されている。
【００３０】
　カムフォロア５ｄは、移動枠１０のカム溝１０ｃに摺動可能に嵌入し、直進ガイドピン
３８は、カム溝１０ｃを挿通後、回転枠１１の直進溝１１ｄに摺動可能に嵌入する。した
がって、カム枠５は、回転枠１１とともに回転しながら移動枠１０のカム溝１０ｃに沿っ
て光軸Ｏ方向に進退移動可能に支持される。
【００３１】
　また、カム枠５の内周部には、１群枠用カム溝５ａと、２群枠用カム溝５ｃが設けられ
ている。
【００３２】
　フロートキー９は、円筒形状部を有する枠部材であり、後端部にカム枠５に対してバヨ



(6) JP 2010-271492 A 2010.12.2

10

20

30

40

50

ネット結合するフランジ部が設けられている。フロートキー９は、カム枠５に対して光軸
Ｏ方向には共に進退し、かつ、光軸Ｏ周りに相対回転可能に支持されている。
【００３３】
　フロートキー９には、フランジ部から径方向外側に突出するガイド突起９ａが設けられ
ている。フロートキー９のガイド突起９ａは、移動枠１０の直進ガイド溝１０ｆに摺動可
能に嵌入する。したがって、フロートキー９は、移動枠１０により光軸Ｏ周りの回転を規
制された状態のもとでカム枠５とともに光軸Ｏ方向に進退移動可能に支持される。
【００３４】
　また、フロートキー９には、円筒形状部の外周部に彫設された１群枠用直進ガイド溝９
ｃと、円筒形状部を貫通する２群枠用直進ガイド溝９ｂとが設けられている。
【００３５】
　１群枠４は、円筒形状の枠部材であり、カム枠５の内周部に光軸Ｏ周りの回転が規制さ
れた状態で光軸Ｏ方向に進退可能に嵌入している。１群枠４は、１群レンズ２１を保持し
ており、外周部にカムフォロア３６が固着されている。また、１群枠４の内周部には、フ
ロートキー９の直進ガイド溝９ｃに摺動可能に嵌入するガイド突部（図示せず）が設けら
れている。
【００３６】
　１群枠４のカムフォロア３６は、カム枠５のカム溝５ａに摺動可能に嵌入しており、１
群枠４は、フロートキー９の直進ガイド溝９ｃによって光軸Ｏ周りの回転が規制された状
態でカム枠５の回転および進退に伴って光軸Ｏ方向に進退移動する。
【００３７】
　１群枠４の前方には、詳しくは後述するバリア装置３が、飾り環２により覆われた状態
で配設されている。バリア装置３は、一対の内側遮蔽部材１３０及び一対の外側遮蔽部材
１４０からなる羽根状の遮蔽部材を有して構成されている。バリア装置３は、１群枠４の
沈胴位置からの繰り出し動作に伴って遮蔽部材が退避し、１群レンズ２１の前面を開放状
態となる。また、バリア装置３は、１群枠４の撮影位置からの繰り込みに伴って遮蔽部材
を閉鎖位置に進入させ、１群レンズ２１の前面を閉鎖状態とする。
【００３８】
　２群枠６は、円筒形状の枠部材であり、フロートキー９の内周部に光軸Ｏ周りの回転が
規制された状態で光軸Ｏ方向に進退可能に嵌入している。２群枠６は、１群枠４の後方側
に組み込まれる。２群枠６は、２群レンズ２２を保持しており、外周部に３つのガイド突
部６ａと、ガイド突部６ａの中心から径方向外側に突出するカムフォロア３９とが設けら
れている。
【００３９】
　ガイド突部６ａは、フロートキー９の直進ガイド溝９ｂに摺動可能に嵌入し、カムフォ
ロア３９は、カム枠５のカム溝５ｃに摺動可能に嵌入する。したがって２群枠６は、カム
枠５の回転、進退移動により光軸Ｏ周りの回転が規制された状態のもとで光軸Ｏ方向に進
退移動する。
【００４０】
　３群枠７は、円筒形状の枠部材であり、フロートキー９の内周部に嵌入する。３群枠７
は、２群枠６の後方に、光軸Ｏ周りの回転が規制された状態で、光軸Ｏ方向に進退可能に
組み込まれている。３群枠７は、３群レンズ２３を保持し、さらに背面側内周部にシャッ
タ・絞りユニット８を光軸Ｏ方向に相対移動可能に支持している。
【００４１】
　３群枠７の前面側には、固定絞り７ａが固着されている。また、図６に示すように、３
群枠７には、径方向外側に突出した腕部が周方向に等配されている。該腕部の先端部には
、ガイド突部７ｂが設けられ、該ガイド突部７ｂには、ガイド突部７ｂよりも径方向外側
に突出するカムフォロア４１が設けられている。
【００４２】
　ガイド突部７ｂは、移動枠１０の直進ガイド溝１０ｅに摺動可能に嵌入し、カムフォロ
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ア４１は、回転枠１１のカム溝１１ｃに嵌入する。したがって３群枠７は、回転枠１１の
回転に伴って光軸Ｏ周りの回転が規制された状態のもとで光軸Ｏ方向に進退移動する。
【００４３】
　シャッタ・絞りユニット８は、撮影光路を開閉するためのシャッタ機能と、撮影光量の
調整を行うための絞り機能を有して構成されている。シャッタ・絞りユニット８と３群枠
７と間には、圧縮バネ４２が挿入されており、互いに離反する方向に付勢されている。
【００４４】
　シャッタ・絞りユニット８は、上述したように３群枠７に対して光軸Ｏ方向に相対移動
可能に支持されていることから、図２及び図３に示すレンズ鏡筒１の撮影可能状態では、
シャッタ・絞りユニット８と３群レンズ２３とは、光軸Ｏ方向に所定距離離間する。一方
、図１に示すように、レンズ鏡筒１の沈胴状態では、３群枠７と４群枠１２とが接近する
ことによって圧縮バネ４２が圧縮され、シャッタ・絞りユニット８と３群レンズ２３とが
互いに略密着する状態になる。
【００４５】
　なお、本実施形態では、３群レンズ２３の後部の外径は、シャッタ・絞りユニット８を
開放状態とした場合の内径よりも小さい。したがって、沈胴状態においてシャッタ・絞り
ユニット８を開放状態とすることにより、３群レンズ２３の後部をシャッタ・絞りユニッ
ト８内に侵入させることができる。このことにより、本実施形態では、３群レンズ２３と
４群レンズ２４との間の距離を縮めることが可能となり、レンズ鏡筒１の沈胴時の光軸Ｏ
方向の薄型化を図ることができる。
【００４６】
　上述した２群枠６と３群枠７との間には、円錐コイルバネ１８が配設されている。円錐
コイルバネ１８は、２群枠６と３群枠７とを互いに光軸Ｏ方向に離間するように付勢する
。この円錐コイルバネ１８の付勢力によって、レンズ鏡筒１が撮影可能な状態にあるとき
の２群枠６のカムフォロア３９とカム枠５のカム溝５ｃとの嵌合ガタ、および３群枠７の
カムフォロア４１と回転枠１１のカム溝１１ｃとの嵌合ガタが解消される。また、沈胴状
態でも２群枠６のカムフォロア３９とカム枠５のカム溝５ｃとの嵌合ガタが解消される。
【００４７】
　４群枠１２は、シャッタ・絞りユニット８の後方において４群レンズ１２を保持し、光
軸Ｏ周りの回転が規制された状態で光軸Ｏ方向に進退可能に配設されている。４群枠１２
は、外方に延びる二つの腕部を有している。一方の腕部にはガイド突部１２ｃが設けられ
、他方の腕部にはガイド軸穴１２ａと、送リネジ挿入穴１２ｂとが設けられている。
【００４８】
　ガイド軸穴１２ａには固定枠１３に支持されるガイド軸６５が摺動可能に嵌入する。ま
た、ガイド突部１２ｃは、固定枠１３の直進ガイド溝１３ｂに摺動可能に嵌入する。した
がって４群枠１２は、ガイド軸６５および直進ガイド溝１３ｂに沿って光軸Ｏ方向に進退
可能に支持されている。
【００４９】
　フォーカス駆動ユニット６０は、フォーカスモータ６１と、該フォーカスモータ６１に
よって回転駆動される送リネジ６６と、該送りネジに螺合する図示しないナットを具備し
て構成されている。送りネジ６６は、上述した４群枠１２の送りネジ挿入穴１２ｂ内に挿
通される。
【００５０】
　４群枠１２は、送リネジ挿入穴１２ｂが設けられた腕部がナットと係合することにより
、フォーカスモータ６１の駆動力によって、固定枠１３に設けられたガイド軸６５及び直
進ガイド溝１３ｂに沿って光軸Ｏ方向に進退移動する。
【００５１】
　ズーム駆動ユニット５０は、ズームモータ５１と、ギヤ列５３と、ロングギヤ５４とを
具備して構成されている。ズームモータ５１は、固定枠１３に、出力軸がＹ方向に沿うよ
うに固定されている。ズームモータ５１の出力軸には、ウォームギヤが固定されている。
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【００５２】
　ギヤ列５３は、ズームモータ５１のウォームギヤに噛合するウォームホイルと該ウォー
ムホイルに噛合し、ロングギヤ５４に噛合する減速ギヤ列からなる。
【００５３】
　ロングギヤ５４は、固定枠１３のギヤ収納凹部１３ｄ内に、光軸Ｏと平行な軸周りに回
転可能に配設されている。ロングギヤ５４は、回転枠１１のギヤ部１１ａに噛合する。
【００５４】
　ズーム駆動ユニット５０において、レンズ鏡筒１の沈胴駆動時およびズーム駆動時にズ
ームモータ５１が回転駆動されるとロングギヤ５４を介して回転枠１１が回転駆動され、
レンズ鏡筒１の繰り出し、または、繰り込みが行われる。
【００５５】
　撮像ユニット９０は、固定枠１３の背面部に固定される。撮像ユニット９０は、図５及
び図７に示すように、基台部１４と、基台部１４に対してＹ方向に移動可能に支持される
Ｙ枠１５と、Ｙ枠１５に対してＸ方向に移動可能に支持されるＸ枠１６と、Ｘ枠１６上に
固着支持される撮像素子９６と、Ｘ駆動ユニット７０と、Ｙ駆動ユニット８０とからなる
。
【００５６】
　基台部１４は、中央開口部１４ａを有し、前方から見た概略投影形伏が光軸Ｏ中心にし
てその右下の第一隅部１４ｂと、右上の第二隅部１４ｃと、左上の第三隅部１４ｄと、左
下の第四隅部１４ｅとを有する略矩形形状をなす枠部材である。
【００５７】
　基台部１４は、固定枠１３の背面部に固着される。また、基台部１４の中央開口部１４
ａの左右両側には、それぞれＹ方向に延在する軸部材であるガイド軸９１及び９２が固定
されている。
【００５８】
　なお、第三隅部１４ｄは、切り欠き部を有しており、その切り欠き部に前述したフォー
カス駆動ユニット６０の後端部が進入する。第四隅部１４ｅは、固定枠１３の外周に沿っ
た状態の部材配置用逃げ部になっている。該部材配置用逃げ部は、レンズ鏡筒１が装着さ
れる上記デジタルカメラの三脚雌ネジ部を配置するための逃げ部となる。
【００５９】
　Ｙ枠１５は、開口部１５ａを有する枠部材であり、基台部１４の中央開口部１４ａ内に
配設される。Ｙ枠１５は、基台部１４に固定された一対のガイド軸９１及び９２によって
、基台部１４に対してＹ方向にのみ移動可能に支持されている。Ｙ枠１５の開口部１５ａ
の上下両側には、それぞれＸ方向に延在する軸部材であるガイド軸９３及び９４が固定さ
れている。
【００６０】
　Ｘ枠１６は、開口部１６ａを有する枠部材であり、Ｙ枠１５の開口部１５ａ内に配設さ
れる。Ｘ枠１６は、Ｙ枠１５に固定された一対のガイド軸９３及び９４によって、Ｙ枠１
５に対してＸ方向にのみ移動可能に支持されている。Ｘ枠９５には、撮像素子支持板９８
を介してＣＣＤ、または、ＣＭＯＳ等からなる撮像素子９６が固定されている。
【００６１】
　Ｘ駆動ユニット７０は、基台部１４の右上の第一隅部１４ｂの前面側に組み付けられ、
固定枠１３の外周部のズーム駆動ユニット５０のギヤ列５３の後方位置に重なる状態で配
置される。
【００６２】
　Ｘ駆動ユニット７０は、Ｘ駆動モータ７１と、該Ｘ駆動モータ７１の出力軸のピニオン
に噛合する中間ギヤ７３と、該中間ギヤ７３が固着され、Ｘ方向に延在する送リネジ７４
と、送りネジ７４に螺合するナット７５とを具備して構成されている。
【００６３】
　送りネジ７４は、Ｘ駆動モータ７１の駆動力によって回転する。ナット７５は、送りネ
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ジ７４に対して回転が規制された状態で螺合し、Ｘ枠１６のＵ字状切り欠き部１６ｂに係
合する。したがって。Ｘ駆動モータ７１が回転駆動されると送リネジ７４によってナット
７５及びＸ枠１６がＸ方向に変位駆動される。
【００６４】
　Ｙ駆動ユニット８０は、基台部１４の第二隅部１４ｃの前面側に組み付けられ、固定枠
１３の外周部のズームモータ５１の上方位置に配設される。Ｙ駆動ユニット８０は、Ｙ駆
動モータ８１と、該Ｙ駆動モータ８１の出力軸のピニオンに噛合する中間ギヤ８３と、該
中間ギヤ８３が固着され、Ｙ方向に延在する送リネジ８４と、送りネジ８４に螺合するナ
ット８５とを具備して構成されている。
【００６５】
　送りネジ８４は、Ｙ駆動モータ８１の駆動力によって回転する。ナット８５は、送りネ
ジ８４に対して回転が規制された状態で螺合し、Ｙ枠１５のＵ字状切り欠き部１５ｂに係
合する。したがって。Ｙ駆動モータ８１が回転駆動されると送リネジ８４によってナット
８５及びＹ枠１５がＹ方向に変位駆動される。
【００６６】
　なお、本実施形態では、前述したレンズ鏡筒１にて、ズームモータ５１、フォーカスモ
ータ６１、Ｙ駆動モータ８１およびＸ駆動モータ７１の外装色を黒色、または、黒色以外
の、例えば、シルバー色とし、固定枠１３および基台部１４の外装色を黒色以外の色、例
えば、シルバー色、または、黒色とする。このように構成部材とモータとの外装色を異な
らせることによって組み立て工程中の組み付け状態を確認した状態で、例えば、ズームモ
ータ５１、フォーカスモータ６１、Ｙ駆動モータ８１およびＸ駆動モータ７１の各モータ
が固定枠１３、基台部１４の前述した所定の位置に装着されていることを確認して、基台
部１４を固定枠１３に固定することができる。
【００６７】
　次に、本実施形態のバリア装置３の詳細な構成について説明する。図８に示すように、
バリア装置３は、一対の内側遮蔽部材１３０と、一対の外側遮蔽部材１４０と、支持部１
１０と、駆動部１２０と、付勢部材１５０及び１５１とを具備して構成されている。
【００６８】
　支持部１１０は、略円板状の部材であって、中央部に光軸Ｏを略中心とした開口部１１
１が形成されている。支持部１１０は、１群枠４の前面部に位置決めされて固定される。
支持部１１０の背面側には、光軸Ｏに沿って後方に突出する一対の支持軸部１１２が設け
られている。
【００６９】
　本実施形態では、支持軸部１１２は、光軸Ｏに平行な軸を中心軸とした略円柱形状を有
する。また図９及び図１０に示すように、一対の支持軸部１１２は、光軸Ｏ方向から見た
場合に開口部１１１の周囲において、互いの中心を結んだ線分の中点が、光軸Ｏと略一致
するように配設されている。言い換えれば、一対の支持軸部１１２は、光軸Ｏ方向から見
た場合に、互いに光軸Ｏを対称点とした点対称の位置関係となるように配設されている。
【００７０】
　また、支持部１１０の背面側には、後述する駆動部１２０の光軸Ｏ方向への抜け止めと
しての係止爪部１１３が設けられている。
【００７１】
　遮蔽部材である一対の内側遮蔽部材１３０及び一対の外側遮蔽部材１４０は、それぞれ
ＸＹ平面に略平行な平板形状部を有する羽根状の部材である。一対の内側遮蔽部材１３０
及び一対の外側遮蔽部材１４０は、図９及び図１０に示すように、光軸Ｏ方向から見た場
合に、それぞれが有する４つの平板形状部が支持部１１０の開口部１１１内に進退するこ
とによって、開口部１１１を開閉するためのものである。また、一対の内側遮蔽部材１３
０及び一対の外側遮蔽部材１４０は、合成樹脂からなる。
【００７２】
　一対の内側遮蔽部材１３０は、図９に示すバリア装置３の閉鎖状態において、開口部１
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１１の略中央部に進出する。一方、一対の外側遮蔽部材１４０は、バリア装置３の閉鎖状
態において、内側遮蔽部材１３０よりも外側を塞ぐように開口部１１１に進出する。
【００７３】
　なお、一対の内側遮蔽部材１３０は同一の形状を有するものであり、光軸Ｏ方向から見
た場合に、互いに光軸Ｏを対称点とした点対称の位置関係となるように対向して配設され
ている。また同様に、一対の外側遮蔽部材１４０は、同一の形状を有するものであり、光
軸Ｏ方向から見た場合に、互いに光軸Ｏを対称点とした点対称の位置関係となるように対
向して配設されている。
【００７４】
　具体的には、内側遮蔽部材１３０の基端部１３１には、支持部１１０の支持軸部１１２
が摺動可能に嵌入される貫通孔である軸受部１３１ａが設けられている。内側遮蔽部材１
３０は、基端部１３１の軸受部１３１ａに支持軸部１１２が嵌入されることにより、支持
部１１０に対して、支持軸部１１２周りに回動可能に支持される。
【００７５】
　また、内側遮蔽部材１３０の基端部１３１には、該内側遮蔽部材１３０が支持部１１０
に支持された状態において、軸受部１３１ａよりも径方向内側（光軸Ｏ方向から見た場合
に光軸Ｏにより近い側）に、係合部１３３が設けられている。
【００７６】
　図１１に示すように、係合部１３３は、支持部１１０とは反対側に突出する突部であり
、かつ対向する他の内側遮蔽部材１３０の先端部１３２と干渉しないように、切り欠き部
１３３ａが形成されている。切り欠き部１３３ａは、係合部１３３と、対向する他の内側
遮蔽部材１３０の先端部１３２との間の光軸Ｏ方向の隙間Ａが所定の値となるように設け
られている。
【００７７】
　言い換えれば、図１２に示すように、内側遮蔽部材１３０の係合部１３３は、光軸Ｏ方
向から見た場合の移動軌跡（図１２中の円弧Ｂ）が、対向する他の内側遮蔽部材１３０の
先端部１３２の移動軌跡（図１２中の円弧Ｃ）と重なるように、軸受部１３１ａよりも光
軸Ｏにより近い側に設けられている。そして、係合部１３３は、少なくともこの移動軌跡
が重なる領域において、対向する他の内側遮蔽部材１３０の先端部１３２よりも隙間Ａだ
け光軸Ｏ方向の一方に離間し、かつ光軸Ｏ方向の一方に延出している。
【００７８】
一方、内側遮蔽部材１３０の先端部１３２には、軸受部１３１ａの中心軸から径方向外側
に突出する突部１３２ａが設けられている。
【００７９】
　外側遮蔽部材１４０の基端部１４１には、支持部１１０の支持軸部１１２が摺動可能に
嵌入される貫通孔である軸受部１４１ａが設けられている。外側遮蔽部材１４０は、基端
部１４１の軸受部１４１ａに支持軸部１１２が嵌入されることにより、支持部１１０に対
して、支持軸部１１２周りに回動可能に支持される。外側遮蔽部材１４０は、前述した内
側遮蔽部材１３０よりも支持部１１０側に配設される。
【００８０】
　外側遮蔽部材１４０の先端部には、支持部１１０とは反対側に突出し、同一の支持軸部
１１２に支持された内側遮蔽部材１３０の突部１３２ａに係合する係合突部１４２が設け
られている。外側遮蔽部材１４０は、内側遮蔽部材１３０が開放状態から閉鎖状態へ移動
した場合に、この係合突部１４２と内側遮蔽部材１３０の突部１３２ａとの係合によって
、内側遮蔽部材１３０に従って遮蔽状態へと移動する。
【００８１】
　また、外側遮蔽部材１４０の平板形状部の光軸Ｏとは反対側には、支持部１１０とは反
対側に突出して、同一の支持軸部１１２に支持された内側遮蔽部材１３０の平板形状部に
係合する係合突部１４３が設けられている。外側遮蔽部材１４０は、内側遮蔽部材１３０
が閉鎖状態から開放状態へ移動した場合に、この係合突部１４３と内側遮蔽部材１３０の
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平板形状部との係合によって、内側遮蔽部材１３０に従って開放状態へと移動する。
【００８２】
　駆動部１２０は、略円板状の部材であって、中央部に光軸Ｏを略中心とした開口部１２
１が形成されている。駆動部１２０は、前述した支持部１１０の背面側であって、かつ内
側遮蔽部材１３０の背面側において、支持部１１０に対して光軸Ｏを略中心として回動可
能に支持されている。
【００８３】
　駆動部１２０の開口部１２１の周囲であって、一対の内側遮蔽部材１３０から背面側に
突出する係合部１３３に対応する２箇所には、貫通孔である係合孔部１２５が設けられて
いる。該係合孔部１２５は、内部に挿入された内側遮蔽部材１３０の係合部１３３と係合
する。
【００８４】
　また、駆動部１２０の背面側には、係合孔部１２５に挿入された内側遮蔽部材１３０の
係合部１３３を、駆動部１２０又は支持部１１０に対して光軸Ｏの周方向の一方に付勢す
るための付勢部材１５１が配設されている。
【００８５】
　本実施形態では、付勢部材１５１は、両端が内側遮蔽部材１３０の係合部１３３と、駆
動部１２０の背面側に設けられた係止部１２３とに係止される引っ張りコイルバネであっ
て、係合部１３３と係止部１２３を互いに近づける方向に付勢する。
【００８６】
　係止部１２３は、図９及び図１０に示すように、光軸Ｏに沿ってバリア装置３を背面側
から見た場合に、係合部１３３が挿入された係合孔部１２５に対して、反時計方向に離間
して配設されている。したがって本実施形態では、内側遮蔽部材１３０の係合部１３３は
、付勢部材１５１によって支持軸部１１２周りに時計方向に回動するように付勢される。
言い換えれば、内側遮蔽部材１３０は、付勢部材１５１によって、遮蔽状態へ回動する方
向に付勢されている。
【００８７】
　すなわち、図９に示すように、光軸Ｏに沿ってバリア装置３を背面側から見た場合に、
駆動部１２０を支持部１１０に対して反時計方向に回動させると、内側遮蔽部材１３０は
遮蔽状態へ回動する。またこのとき、外側遮蔽部材１４０は、内側遮蔽部材１３０に従っ
て、遮蔽状態へ回動する。
【００８８】
　一方、図１０に示すように、光軸Ｏに沿ってバリア装置３を背面側から見た場合に、駆
動部１２０を支持部１１０に対して時計周りに回動させると、前述した駆動部１２０の係
合孔部１２５と内側遮蔽部材１３０の係合部１３３との係合によって、内側遮蔽部材１３
０は開放状態へ回動する。またこのとき、外側遮蔽部材１４０は、内側遮蔽部材１３０に
従って、開放状態へ回動する。
【００８９】
　また、駆動部１２０の背面側には、駆動部１２０を、支持部１１０に対して光軸Ｏの周
方向の一方に付勢するための付勢部材１５０が配設されている。本実施形態では、付勢部
材１５０は、両端が駆動部１２０の背面側に設けられた係止部１２４と、支持部１１０の
背面側に設けられた係止部１１４とに係止される引っ張りコイルバネであって、両係止部
１２４及び１１４を互いに近づける方向に付勢する。
【００９０】
　本実施形態では、付勢部材１５０は、図９に示すように光軸Ｏに沿ってバリア装置３を
背面側から見た場合に、駆動部１２０を支持部１１０に対して時計回りに回動するように
付勢する。
【００９１】
　また、駆動部１２０の背面には、傾斜カム１２２が後方に突出して設けられている。該
傾斜カム１２２は、図４に示す１群枠４の前面部に穿設された貫通孔に挿通され、レンズ
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鏡筒１の沈胴状態時にフロートキー９の先端部９ｄに当接する。また、前述した付勢部材
１５０の付勢力によって、傾斜カム１２２は、フロートキー９の先端部９ｄ側に付勢され
ている。
【００９２】
　したがって、駆動部１２０は、レンズ鏡筒１が沈胴状態である場合には、傾斜カム１２
２とフロートキー９の先端部９ｄとの係合によって、図９に示すように、光軸Ｏに沿って
バリア装置３を背面側から見た場合に、反時計方向に回動された状態となる。すなわち、
バリア装置３は、内側遮蔽部材１３０及び外側遮蔽部材１４０が開口部１１１内に進出し
た閉鎖状態となる。
【００９３】
　一方、レンズ鏡筒１を沈胴状態から繰り出した場合、駆動部１２０の傾斜カム１２２と
フロートキー９の先端部９ｄとの光軸Ｏ方向の距離は、繰り出し量が大きくなるにつれて
大きくなる。そして、レンズ鏡筒１の繰り出し量が所定の値以上となった場合に、傾斜カ
ム１２２とフロートキー９とは離間する。したがって、駆動部１２０は、レンズ鏡筒１の
繰り出し量に応じて、光軸Ｏに沿ってバリア装置３を背面側から見た場合に時計方向に回
動する。そして、レンズ鏡筒１の繰り出し量が所定の値以上となった場合に、図１０に示
すように、付勢部材１５０の付勢力のみによって、光軸Ｏに沿ってバリア装置３を背面側
から見た場合に、時計方向に回動された状態となる。すなわち、バリア装置３は、内側遮
蔽部材１３０及び外側遮蔽部材１４０が開口部１１１内から退避した開放状態となる。
【００９４】
　以上に説明した、本実施形態によれば、一対の内側遮蔽部材１３０を、光軸Ｏについて
軸対称に配置したバリア装置３において、内側遮蔽部材１３０を回動駆動するための力点
となる係合部１３３を、対向する他方の内側遮蔽部材１３０の先端部１３２よりも隙間Ａ
だけ光軸Ｏ方向の一方に離間することによって、係合部１３３を支持軸部１１２よりも光
軸Ｏ側に配設しながらも、一対の支持軸部１１２間の距離を短縮することが可能となる。
【００９５】
　すなわち、本実施形態によれば、一対の内側遮蔽部材１３０を支持する支持軸部１１２
間の距離を短縮することによって、バリア装置３の外径に対する開口部１１１の内径の比
を大きくすることが可能となる。言い換えれば、本実施形態のバリア装置３は、開口部１
１１の径が同一の従来のバリア装置に比して、装置外径を細径化することが可能となる。
【００９６】
　なお、本発明は、上述した実施形態に限られるものではなく、請求の範囲及び明細書全
体から読み取れる発明の要旨或いは思想に反しない範囲で適宜変更可能であり、そのよう
な変更を伴うバリア装置もまた本発明の技術的範囲に含まれるものである。
【産業上の利用可能性】
【００９７】
　本発明に係るバリア装置は、上述の実施形態で説明したデジタルカメラに限らず、撮影
機能を備えた電子機器、例えば録音機器、携帯電話、ＰＤＡ、パーソナルコンピューター
、ゲーム機、デジタルメディアプレーヤー、テレビ、ＧＰＳ、時計等に備えられたレンズ
鏡筒にも適用可能である。
【００９８】
　また、本発明に係るバリア装置は、撮影機能を備えた電子機器に限らず、レンズ交換式
カメラ用のレンズ鏡筒にも適用可能であるし、プロジェクタ等の投射型表示装置に備えら
れたレンズ鏡筒にも適用可能である。また本発明に係るバリア装置は、望遠鏡や双眼鏡等
の他の形態の光学機器にも適用可能である。
【符号の説明】
【００９９】
　１　　レンズ鏡筒、
　３　　バリア装置、
　４　　１群枠、
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　５　　カム枠、
　６　　２群枠、
　７　　３群枠、
　８　　シャッタ・絞りユニット、
　９　　フロートキー、
　１０　　移動枠、
　１１　　回転枠、
　１２　　４群枠、
　１３　　固定枠、
　５０　　ズーム駆動ユニット、
　６０　　フォーカス駆動ユニット、
　９０　　撮像ユニット、
　１１０　　支持部、
　１１１　　開口部、
　１１２　　支持軸部、
　１２０　　駆動部、
　１２５　　係合孔部、
　１３０　　内側遮蔽部材（遮蔽部材）、
　１３３　　係合部、
　１４０　　外側遮蔽部材、
　１５０　　付勢部材、
　１５１　　付勢部材。

【図１】 【図２】
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