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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
レンズを保持するレンズ鏡筒と、
　該レンズ鏡筒に設けられた第１の軸と係合する穴部を有し、前記第１の軸周りで回転可
能なバリア部材と、
　前記レンズ鏡筒により回転可能に保持され、前記第１の軸とは異なる第２の軸を介して
前記バリア部材を駆動するバリア駆動部材と、
　前記バリア部材と前記バリア駆動部材との間に配置された仕切部材とを有し、
　前記バリア部材、前記仕切部材および前記バリア駆動部材が被写体側からこの順で配置
されており、
　前記第１の軸は、前記仕切部材に対して前記バリア部材側とは反対側において、前記レ
ンズ鏡筒に連結されているとともに、前記仕切部材を貫通して前記バリア部材の穴部と係
合することを特徴とするカメラ。
【請求項２】
レンズを保持するレンズ鏡筒と、
　回転動作によって前記レンズの前面を開閉するバリア部材と、
　回転動作が可能であって、前記バリア部材を駆動するためのバリア駆動部材と、
　前記バリア部材と前記バリア駆動部材との間に配置された仕切部材とを有し、
　前記バリア部材は、前記バリア駆動部材による該バリア部材の駆動に用いられる駆動ピ
ンと、前記レンズ鏡筒に設けられた穴部に嵌合する回転軸とを有しており、
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　前記回転軸は、前記仕切部材を貫通するとともに、前記仕切部材に対して前記バリア部
材側とは反対側において、前記レンズ鏡筒の穴部と嵌合することを特徴とするカメラ。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、レンズ鏡筒のレンズ前面を保護する開閉式のバリア機構に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
カメラの撮影レンズ前面に配置され、レンズ鏡筒の光軸方向の動き（繰り出し繰り込み）
に連動してバリア羽根を開閉するバリア機構には種々のものが提案されている。このバリ
ア機構の基本的な構成を図４に示す。
【０００３】
バリア羽根１０１は、穴部１０１ａが回転軸１０２に嵌合することで回転軸１０２に対し
て回転可能に支持されている。回転軸１０２は不図示の地板（例えばレンズ鏡筒など）に
設けられている。そして、駆動ピン１０１ｂが第１駆動リング１０３の切欠部１０３ａに
係合している。
【０００４】
第１駆動リング１０３は第２駆動リング１０４に回転可能に嵌合し、吸収バネ１０５によ
って第２駆動リング１０４に対して矢印Ａ方向に回転付勢されている。ここで、第１駆動
リング１０３は吸収バネ１０５の引掛け軸１０３ｂが第２駆動リング１０４のストッパ１
０４ａに当接することによって、通常時は一体となって動作する。
【０００５】
第２駆動リング１０４は不図示の地板（例えばレンズ鏡筒など）に回転可能に保持されて
おり、開きバネ１０６によって矢印Ｂ方向に回転付勢されている。
【０００６】
開きバネ１０６の一端は引掛け軸１０７に固定されているが、この引掛け軸１０７は不図
示の地板（例えばレンズ鏡筒など）に設けられている。第１駆動リング１０３および第２
駆動リング１０４は、開きバネ１０６によって矢印Ｂ方向に回転し、結果としてバリア羽
根１０１を開き方向（矢印Ｃ）に回転させる。　バリア機構は不図示の地板（例えばレン
ズ鏡筒など）に保持されているため、レンズ鏡筒が繰り出し状態（撮影状態）にあるとき
にバリア羽根１０１は開いた状態になっている。一方、レンズ鏡筒が繰り込む（非撮影状
態になる）と、カメラ内部にあるカム状突起１０８が第２駆動リング１０４のカム面１０
４ｂを押すことによって、第１駆動リング１０３及び第２駆動リング１０４を矢印Ａ方向
に回転させて、バリア羽根１０１が矢印Ｃと反対方向に回転してレンズ前面を閉じる。
【０００７】
閉じた状態にあるバリア羽根１０１に矢印Ｃ方向の外力が加わると、第１駆動リング１０
３のみが吸収バネ１０５の回転付勢力に抗して矢印Ｂ方向に回転する。
【０００８】
以上の構成において、地板やレンズ鏡筒がバリア機構を収納・保持する構成について図５
から図７に示す断面図を用いて説明する。
【０００９】
図５に示す構成（第１の従来例）では、レンズ鏡筒１０９に回転軸１０２や引掛け軸１０
７（不図示）が直接設けられている（例えば、特許文献１、２参照）。また、バリア機構
は、レンズ鏡筒１０９内に収納されており、バリアカバー１１０がレンズ鏡筒１０９の前
面を覆っている。
【００１０】
図５に示す構成では、構成が簡素であり、レンズ鏡筒１０９の前面からバリア機構を組み
付けることができるようになっている。
【００１１】
図６に示す構成（第２の従来例）では、バリア羽根１０１以外のバリア駆動機構をレンズ
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鏡筒１０９の内面側（図中右側）から組み付けるように構成されている（例えば、特許文
献３参照）。この構成では、第１駆動リング１０３および第２駆動リング１０４をレンズ
鏡筒１０９内に収納するために、押さえ板１１２を用いている。
【００１２】
図７に示す構成（第３の従来例）は、バリア羽根１０１とバリア駆動機構とを、バリア地
板１１３で仕切った構成である。このため、回転軸１０２はバリア地板１１３に設けられ
ている。
【００１３】
【特許文献１】
特開平８－２３４２９２号公報
【特許文献２】
特開平１０－１８６４５３号公報
【特許文献３】
特開平９－２１１５３６号公報
【００１４】
【発明が解決しようとする課題】
しかし、図５に示す構成では、バリア羽根１０１を閉じる時に第２駆動リング１０４がカ
ム状突起１０８によってレンズ鏡筒１０９の前方（図中左側）に押されることにより、バ
リア羽根１０１の走行を妨げる恐れがあり、バリア羽根１０１の閉じ不良を起こす恐れが
ある。
【００１５】
一方、図６に示す構成では、バリア羽根１０１とバリア羽根１０１以外のバリア駆動機構
（特に、第２駆動リング１０４）との間にレンズ鏡筒１０９の一部が位置しているため、
上述したように第２駆動リング１０４がカム状突起１０８によってレンズ鏡筒１０９の前
方に押し込まれても、バリア羽根１０１の走行を妨げることはない。
【００１６】
しかし、バリア駆動機構をレンズ鏡筒１０９の内面側（図中右側）から組み付けなければ
ならないため、バリア機構の組み立てが困難になる。
【００１７】
図７に示す構成では、バリア羽根１０１とバリア駆動機構（特に、第２駆動リング１０４
）との間にバリア地板１１３が配置されているため、上述したように第２駆動リング１０
４がカム状突起１０８によって押し込まれてもバリア羽根１０１の走行を妨げることがな
い。しかも、バリア機構全体をレンズ鏡筒１０９の前面側から組み込むことができる構成
となっているため、バリア機構の組み立ても容易である。
【００１８】
しかし、図７に示す構成では、バリア羽根１０１の開き状態や閉じ状態が不安定になる恐
れがある。
【００１９】
つまり、バリア羽根１０１の閉じ状態および開き状態は、回転軸１０２と駆動ピン１０１
ｂの相対的な位置関係で定義されるが、回転軸１０２がバリア地板１１３に設けられてい
ると、レンズ鏡筒１０９とバリア地板１１３との嵌合ガタ、組み付け誤差、部品バラツキ
などによって、バリア地板１１３が光軸直交面内で動いてしまい、回転軸１０２の位置も
変化してしまう。
【００２０】
このように回転軸１０２の位置が変化してしまうと、回転軸１０２および駆動ピン１０１
ｂの相対的な位置関係が一義的に決まらず、バリア羽根１０１の開き位置および閉じ位置
が所定の位置に固定されないため、バリア羽根１０１の開き状態および閉じ状態が不安定
になってしまう。
【００２１】
【課題を解決するための手段】
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本発明は、レンズを保持するレンズ鏡筒と、レンズ鏡筒に設けられた第１の軸と係合する
穴部を有し、第１の軸周りで回転可能なバリア部材と、レンズ鏡筒により回転可能に保持
され、第１の軸とは異なる第２の軸を介してバリア部材を駆動するバリア駆動部材と、バ
リア部材とバリア駆動部材との間に配置された仕切部材とを有し、バリア部材、仕切部材
およびバリア駆動部材が被写体側からこの順で配置されており、第１の軸は、仕切部材に
対してバリア部材側とは反対側において、レンズ鏡筒に連結されているとともに、仕切部
材を貫通してバリア部材の穴部と係合することを特徴とする。
【００２２】
【発明の実施の形態】
図１および図２に本実施形態におけるバリア機構を示す。図１はバリア機構の分解斜視図
であり、図２はバリア機構を備えたレンズ鏡筒の部分断面図である。
図３は、本実施形態であるカメラの外観斜視図（概略図）である。
【００２３】
図３において、２１はカメラ本体であり、この内部には撮影に必要な各種部材が収納され
ている。２２はレリーズボタンであり、半押し操作で撮影準備動作（測光動作および焦点
調節動作等）が開始され、全押し操作で撮影動作（フィルムやＣＣＤ等の撮像素子への露
光）が開始される。
【００２４】
２３は被写体像を観察するためのファインダユニットであり、２４はＡＦ補助光等を投光
する投光部である。２５は被写体に向けて照明光を照射するストロボ装置である。
【００２５】
２６は撮影レンズを保持するレンズ鏡筒であり、カメラ本体２１内に収納された沈胴状態
と、カメラ本体２１から繰り出した撮影状態との間で移動可能（繰り出し繰り込み可能）
となっている。このレンズ鏡筒２６の前面には、後述するバリア駆動機構が設けられてい
る。
【００２６】
次に、図１および図２を用いて、本実施形態のバリア機構の構成について説明する。
【００２７】
　バリア羽根（バリア部材）１の基端部には穴部１ａが形成されており、この穴部１ａを
レンズ鏡筒２（レンズ鏡筒２６の一部）に設けられた回転軸（第１の軸）２ａに嵌合する
ことにより、バリア羽根１は回転軸２ａに回転可能に支持される。また、バリア羽根１に
は駆動ピン（第２の軸）１ｂが設けられており、第１駆動リング（バリア駆動部材）３の
切欠部３ａに係合している。
【００２８】
第１駆動リング３は、第２駆動リング４に対して回転可能に嵌合する。吸収バネ５は、こ
の一端が第１駆動リング３の引掛け軸３ｃに係合するとともに、他端が第２駆動リング４
の引掛け軸４ｃに係合することにより、第１駆動リング３を第２駆動リング４に対して矢
印Ａ方向に付勢する。
【００２９】
ここで、第１駆動リング３の周方向３箇所に形成された切欠嵌合部３ｂと、第２駆動リン
グ４の周方向３箇所に形成された突起嵌合部４ｂとの位相を合わせることにより、第１駆
動リング３を第２駆動リング４に組み込むことができる。
【００３０】
このとき、第１駆動リング３は上述したように吸収バネ５によって矢印Ａ方向に付勢され
ており、切欠嵌合部３ｂの端部が突起嵌合部４ｂの端部に圧接しているため、後述するよ
うにバリア羽根１の開閉動作を行うとき以外は第１駆動リング３および第２駆動リング４
が一体となって動作する。
【００３１】
第２駆動リング４は、レンズ鏡筒２のレンズ保持部２ｂに回転可能に保持されている。開
きバネ６は、この一端が第２駆動リング４の引掛け軸４ｄに係合するとともに、他端がレ
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ンズ鏡筒２の引掛け軸２ｃに係合することにより、第２駆動リング４を矢印Ｂ方向に付勢
する。
【００３２】
　第１駆動リング３、第２駆動リング４、吸収バネ５、開きバネ６は、レンズ鏡筒２の前
面側からバリア地板（仕切部材）７によって押さえ付けられることで、レンズ鏡筒２内に
収納保持されている。
【００３３】
ここで、バリア地板７は、レンズ鏡筒２に設けられたバヨネット爪２ｄによって固定され
ている。すなわち、バリア地板７をレンズ鏡筒２に取り付ける場合には、まずバヨネット
爪２ｄとバリア地板７に設けられた切欠部７ａとの位相を合わせることでバリア地板７を
レンズ鏡筒２に組み込み、バリア地板７を時計方向（矢印Ａ方向）に回転させることでレ
ンズ鏡筒２に固定することができる。
【００３４】
このとき、レンズ鏡筒２の回転軸２ａは、バリア地板７に形成された抜け穴部７ｂを貫通
するようになっており、抜け穴部７ｂを貫通した状態でバリア羽根１を回転可能に支持す
る。なお、抜け穴部７ｂを、バリア地板７の外周を切り欠くことで形成される切欠部とし
てもよい。
【００３５】
また、バリア地板７には、バリア羽根１の駆動ピン１ｂが第１駆動リング３の切欠部３ａ
に係合できるように逃げ穴部７ｃが設けてある。この逃げ穴部７ｃは、長穴状に形成され
ており、バリア羽根１の回転動作における駆動ピン１ｂの作動スペースを確保する。
【００３６】
バリア機構をレンズ鏡筒２に実際に組み込む手順としては、まず、第２駆動リング４、開
きバネ６、吸収バネ５、第１駆動リング１を前面側（被写体側）から順にレンズ鏡筒２に
組み込んで、それらの前面側から組み込んだバリア地板７で押さえつける。次に、さらに
その前面側からバリア羽根１を組み込み、その後、バリアカバー８を被せる。
【００３７】
バリアカバー８には弾性爪８ａが形成されており、この弾性爪８ａがレンズ鏡筒２に係合
することで、バリアカバー８がレンズ鏡筒２に固定される。このとき、弾性爪８ａはバリ
ア地板７の外周に形成された回転止め切欠部７ｄと係合する。
【００３８】
また、バリアカバー８の裏面に設けられた突起８ｂがレンズ鏡筒２の前面に設けられた切
欠部２ｅと係合する。これにより、バリアカバー８はレンズ鏡筒２から外れず、光軸周り
にも回転しないようになる。そして、バリアカバー８がレンズ鏡筒２に固定されることで
、バリア地板７が光軸周りに回転するのを阻止する。
【００３９】
本実施形態では、図２に示すように、バリア機構が、レンズ鏡筒２の内周面に形成された
端部２ｆよりもレンズ鏡筒２の先端側（図中左側）に位置しているため、バリア機構をレ
ンズ鏡筒２の前面側から組み込むことができる。これにより、バリア機構（レンズ鏡筒）
の組み立てを容易に行うことができる。
【００４０】
ここで、端部２ｆは、レンズ鏡筒２の最も先端側の位置に形成されており、光軸と直交す
る面を有する。
【００４１】
上述した構成において、レンズ鏡筒２の前面から組み込まれたバリア機構は、レンズ鏡筒
２の光軸方向への繰り出し繰り込み動作に応じて一体的に移動する。
【００４２】
レンズ鏡筒２が繰り出して撮影状態にあるときには、バリア羽根１はバリアカバー８の中
央に形成された開口部８ｃから退避して開き状態となっている。
【００４３】
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一方、レンズ鏡筒２が撮影状態から繰り込んで沈胴状態となる場合には、第２駆動リング
４のカム面４ａがレンズ鏡筒２の繰り込み動作に応じてカメラ本体内に設けられたカム状
突起９に当接する。そして、カム面４ａおよびカム状突起９のカム係合作用により、第２
駆動リング４が開きバネ６の付勢力に抗して矢印Ａ方向（矢印Ｂ方向と反対方向）に回転
する。
【００４４】
第２駆動リング４が矢印Ａ方向に回転すると、第１駆動リング３が吸収バネ５の付勢力を
受けて矢印Ａ方向に回転し、切欠部３ａおよび駆動ピン１ｂの係合作用によりバリア羽根
１が回転軸２ａを中心に回転して開口部８ｃを閉じる。
【００４５】
レンズ鏡筒２が沈胴状態から繰り出して撮影状態となる場合には、レンズ鏡筒２の繰り出
し動作に応じてカム面４ａおよびカム状突起９の係合が解除される。このとき、第２駆動
リング４が開きばね６の付勢力を受けて矢印Ｂ方向に回転するとともに、第１駆動リング
３が矢印Ｂ方向（矢印Ａ方向と反対方向）に回転する。
【００４６】
第１駆動リング３が矢印Ｂ方向に回転すると、切欠部３ａおよび駆動ピン１ｂの係合作用
によりバリア羽根１が回転軸２ａを中心に回転して開口部８ｃから退避して開き状態とな
る。
【００４７】
バリア羽根１が閉じ状態にある場合において、バリア羽根１に対してバリア羽根１の開き
方向に外力が加わると、第１駆動リング３のみが吸収バネ５の付勢力に抗して矢印Ｂ方向
に回転する。
【００４８】
本実施形態では、図２に示すように、バリア機構をレンズ鏡筒２の前面側から組み込むこ
とができるため、バリア機構の組み立てを容易に行うことができる。
【００４９】
また、バリア羽根１と、第２駆動リング４、開きバネ６、吸収バネ５、第１駆動リング１
等からなるバリア駆動機構とは、バリア地板７を挟んで配置されているため、第２駆動リ
ング４（カム面４ａ）がカム状突起９に当接してレンズ鏡筒２の前面側に押し込まれたと
しても、バリア羽根１の走行（特に、閉じ動作）を妨げることはない。
【００５０】
すなわち、光軸方向での変位が阻止されたバリア地板７およびバリアカバー８により、バ
リア羽根１の走行スペースは確保されている。
【００５１】
また、本実施形態では、回転軸２ａがレンズ鏡筒２に固定されているため、バリア地板７
が嵌合ガタ、組み付け誤差、部品バラツキ等の理由でレンズ鏡筒２に対して光軸直交面内
で動いても、従来技術のように回転軸の位置がずれることはなく、バリア羽根１の開き状
態および閉じ状態が不安定になることもない。
【００５２】
なお、本実施形態では、バリア羽根１に穴部１ａを形成するとともにレンズ鏡筒２に回転
軸２ａを形成して、穴部１ａを回転軸２ａに嵌合させているが、逆の構成としてもよい。
すなわち、バリア羽根１に回転軸を形成し、レンズ鏡筒２に上記回転軸と嵌合する穴部を
形成してもよい。
【００５３】
また、本実施形態では、第１駆動リング３、第２駆動リング４、吸収バネ５および開きバ
ネ６からなるバリア駆動機構を用いてバリア羽根１を駆動するようにしているが、バリア
羽根１を開閉動作させるような構成であればいかなる構成であってもよい。この場合であ
っても、バリア駆動機構およびバリア羽根をバリア地板７で仕切り、バリア羽根の回転軸
をレンズ鏡筒に設ければよい。
【００５４】
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以上説明した実施形態は、以下に示す各発明を実施した場合の一例でもあり、下記の各発
明は上記実施形態に様々な変更や改良が加えられて実施されるものである。
【００５５】
〔発明１〕　レンズを保持し、光軸方向に繰り出し繰り込み可能なレンズ鏡筒と、このレ
ンズ鏡筒の先端に配置されたバリア機構とを有するカメラにおいて、
前記バリア機構が、
前記レンズ鏡筒の繰り出し繰り込み動作に応じて回転し、この回転動作によりレンズ前面
を開閉するバリア羽根と、
前記レンズ鏡筒の先端側に形成された光軸直交方向に延びる端面よりも前記レンズ鏡筒の
先端側に位置し、前記バリア羽根を駆動するバリア駆動機構と、
前記レンズ鏡筒に固定され、前記バリア羽根と前記バリア駆動機構とを光軸方向で仕切る
仕切板とを有し、
前記バリア羽根が、前記レンズ鏡筒から形成された回転軸を介して前記レンズ鏡筒に連結
することを特徴とするカメラ。
【００５６】
上記発明１によれば、バリア羽根が回転軸を介してレンズ鏡筒に連結されているため、上
述した従来技術（第３の従来例）のように回転軸の位置がずれることはなく、バリア羽根
の開き状態および閉じ状態が不安定になるのを防止することができる。
【００５７】
また、本発明では、バリア駆動機構が、レンズ鏡筒の先端側に形成された端面よりもレン
ズ鏡筒先端側に位置しているため、レンズ鏡筒の先端側からレンズ鏡筒内にバリア駆動機
構（バリア機構）を容易に組み込むことができる。
【００５８】
さらに、本発明では、バリア羽根およびバリア駆動機構間に仕切板を配置しているため、
上述した従来技術（第１の従来例）のようにバリア駆動機構がバリア羽根の走行を妨げる
恐れもなくなる。
【００５９】
〔発明２〕　前記仕切板が、前記回転軸を貫通させるための穴部又は切欠部を有すること
を特徴とする前記発明１に記載のカメラ。
【００６０】
【発明の効果】
本発明のカメラによれば、バリア機構をレンズ鏡筒内に容易に組み込むことができ、バリ
ア羽根の動作を妨げる恐れもなく、バリア羽根の開き状態および閉じ状態が不安定となる
こともない。
【図面の簡単な説明】
【図１】本実施形態におけるバリア機構の分解斜視図。
【図２】本実施形態におけるレンズ鏡筒の部分断面図。
【図３】本実施形態であるカメラの外観斜視図。
【図４】従来技術におけるバリア機構の分解斜視図。
【図５】従来技術におけるレンズ鏡筒の部分断面図。
【図６】従来技術におけるレンズ鏡筒の部分断面図。
【図７】従来技術におけるレンズ鏡筒の部分断面図。
【符号の説明】
１：バリア羽根　　　　　　１ａ：穴部　　　　　　　　１ｂ：駆動ピン
２：レンズ鏡筒　　　　　２ａ：回転軸　　　　　　２ｂ：レンズ保持部
２ｃ：引掛け軸　　　　　２ｄ：バヨネット爪　　　２ｅ：切欠部
３：第１駆動リング　　　　３ａ：切欠部　　　　　　３ｂ：切欠嵌合部
４：第２駆動リング　　　　４ａ：カム面　　　　　　４ｂ：突起嵌合部
５：吸収バネ　　　　　　　６：開きバネ
７：バリア地板　　　　　　７ａ：切欠部　　　　　　７ｂ：抜け穴部
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７ｃ：逃げ穴部　　　　　　　７ｄ：回転止め切欠
８：バリアカバー　　　　　８ａ：弾性爪　　　　　　８ｂ：突起
９：カム状突起
１０１：バリア羽根　　　　　　１０１ａ：穴部　　　　　１０１ｂ：駆動ピン
１０２：回転軸
１０３：第１駆動リング　　　　１０３ａ：切欠　　　　１０３ｂ：引掛け軸
１０４：第２駆動リング　　　　１０４ａ：ストッパ　　１０４ｂ：カム面
１０５：吸収バネ　　　　　　　１０６：開きバネ　　　１０７：引掛け軸
１０８：カム状突起

【図１】 【図２】

【図３】
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【図４】 【図５】

【図６】

【図７】
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