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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　カメラあるいはビデオカメラを固定するための一つの肩装着型カメラ支持装置であって
、
　実質的に水平面で操作するカメラあるいはビデオカメラ（１１）を取り付けるための取
付手段（７２）を備えた前方部と、
　この前方部から延びる後方部と、
　この後方部に結合したバッテリの嵌合支持部（２５）とを備え、
　かつ、前記前方部に調節可能に接続される胸当て（２０）より成り、
　前記前方部と後方部とが、操作者の肩に装着された場合に、お互いに釣合ってカメラあ
るいはビデオカメラ（１１）を支持し、
　　前記前方部は、カメラあるいはビデオカメラ（１１）のファインダ（１８）と操作者
の眼との配置を一直線にするために、前記後方部に結合される水平軸（２２）と、前記水
平軸（２２）に水平方向に傾斜して設けられ前記取付手段（７２）が設けられる水平支持
軸（７０）とを有することを特徴とするカメラあるいはビデオカメラを固定するための肩
装着型カメラ支持装置。
【請求項２】
　前記前方部および後方部が、肩装着型カメラ支持装置を折り畳むことができるようにす
るために、それぞれ異なる面の回転軸の周囲に回転するように構成されることを特徴とす
る請求項１記載のカメラあるいはビデオカメラを固定するための肩装着型カメラ支持装置
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。
【請求項３】
　前記前方部および後方部がそれぞれ機械的、電気的に分離するように構成されることを
特徴とする請求項１記載のカメラあるいはビデオカメラを固定するための肩装着型カメラ
支持装置。
【請求項４】
　前記装置が装着された場合に、バッテリ（１５）によって釣合いを取ることを特徴とす
る請求項１記載のカメラあるいはビデオカメラを固定するための肩装着型カメラ支持装置
。
【請求項５】
　前記前方部が略水平面で回転するように構成され、前記後方部が略垂直面で回転するよ
うに構成されることを特徴とする請求項１記載のカメラあるいはビデオカメラを固定する
ための肩装着型カメラ支持装置。
【請求項６】
　前記前方部上のカメラあるいはビデオカメラ（１１）を取り付けるための取付手段（７
２）が、前方部により規定される水平線に対する少なくとも一つの軸にスライド可能に調
節できることを特徴とする請求項１記載のカメラあるいはビデオカメラを固定するための
肩装着型カメラ支持装置。
【請求項７】
　前記胸当て（２０）を前記前方部に摩擦により固定するための手段が前記胸当て（２０
）に接して存在し、それにより異なるサイズの操作者に対する調節が可能となるように前
記胸当て（２０）を縦方向に滑らせ、前記前方部の異なる位置に維持することが可能であ
ることを特徴とする請求項１記載のカメラあるいはビデオカメラを固定するための肩装着
型カメラ支持装置。
【請求項８】
　前記前方部上のカメラあるいはビデオカメラ（１１）を取り付けるための取付手段（７
２）が、カメラに取り付けられた角部材と、角部材を着脱可能にはめ込み、それによりカ
メラを固定するための対応する受容部とから成ることを特徴とする請求項１記載のカメラ
あるいはビデオカメラを固定するための肩装着型カメラ支持装置。
【請求項９】
　カメラあるいはビデオカメラを固定するための一つの肩装着型カメラ支持装置であって
、
　実質的に水平面で操作するカメラあるいはビデオカメラ（１１）を取り付けるための取
付手段（７２）を備えた前方部と、
　この前方部から延びる後方部と、
　この後方部に結合したバッテリの嵌合支持部（２５）とを備え、
　かつ、前記前方部に取り付けられる細長いハンドル（５２）を備えたピストル式握り（
５０）と、
　支持されたカメラあるいはビデオカメラ（１１）を操作するために、前記前方部に前記
細長いハンドル（５２）を固定するための手段と、
　実質的に釣合いの取れた水平状態を維持するための、前記後方部に取り付けられた釣合
い重り（１５）より成り、
　前記前方部と後方部とが、操作者の肩に装着された場合に、お互いに釣合ってカメラあ
るいはビデオカメラ（１１）を支持し、
　　前記前方部は、カメラあるいはビデオカメラ（１１）のファインダ（１８）と操作者
の眼との配置を一直線にするために、前記後方部に結合される水平軸（２２）と、前記水
平軸（２２）に水平方向に傾斜して設けられ前記取付手段（７２）が設けられる水平支持
軸（７０）とを有することを特徴とするカメラあるいはビデオカメラを固定するための肩
装着型カメラ支持装置。
【請求項１０】
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　前記装置が、カメラあるいはビデオカメラの機能を制御するための手段を前記ピストル
式握り（５０）中に含むことを特徴とする請求項９記載のカメラあるいはビデオカメラを
固定するための肩装着型カメラ支持装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、２００３年１月２１日に出願された合衆国仮出願番号６０／４４１３６５の
優先権を主張する。
【０００２】
　本発明は、カメラあるいはビデオカメラを固定するための肩装着型支持装置に関する。
特に本発明は、最小限の手の支持で安定性を提供し、フィルムあるいはビデオカメラへの
使用に適している、操作者の肩および胴体上でカメラあるいはビデオカメラを支持するた
めの軽量の肩装着型装置に関する。
【背景技術】
【０００３】
　最近のビデオカメラの多くが電子画像安定回路を内蔵しているにもかかわらず、動いて
いるものあるいは、例えばスキー等の速度の変化を伴う活動の撮影において直面する主な
問題の一つは、カメラを固定することである。これらの回路は、カメラの動きの軽微な振
れを減少させるのに役立つが、前記回路は、カメラの意味のある動きと操作者の疲労の結
果生じる不慮の動きとを区別することができない。さらに、ロングレンズおよびカメラの
デジタルズーム機能の頻繁な使用は、結果的に画像変動を生じさせ得るカメラの動きを最
小限にするために、カメラの物理的な安定を必要とする。
【０００４】
　種々の解決法がこの問題を改善するために利用でき、例えば三脚、一脚および異なる型
のフレーム装置がある。三脚はカメラの動きを固定することができるが、携帯性を制限す
る。安定させるために、人の身体にカメラを装着させるためのフレーム装置は、一般的に
今日の小さい、手のひらサイズの手持ち型デジタルカメラの大きさ、重さ、人間工学用に
設計されていない。
【０００５】
　例えば旧式のビデオカメラは、より大きく、より重いが、操作者の肩に乗せる必要があ
るという設計上の利点を有していた。これらのカメラのファインダは、カメラ本体の外側
寄りに、操作者に向いて位置づけられ、それによりファインダは操作者の眼の前で自然の
位置に設置された。カメラの全重量は、カメラの重心が操作者の肩の位置に置かれると共
に、操作者の肩で支えられた。
【０００６】
　より小さい手のひらサイズの手持ち型ビデオカメラの出現と共に、ファインダは一般的
にビデオカメラの中心線に位置し、ビデオカメラの全重量は操作者の身体の正面において
操作者の腕で支えられる。長期間の撮影の間、ビデオカメラ設計の人間工学は、操作者の
疲労とカメラの不安定性をもたらし、それにより、その結果としてのカメラの振動および
震えのために、記録された画像の質は低下する。
【０００７】
　カメラを支持するためのフレーム装置の例は、Ｈａｒｔに発行された合衆国特許番号５
８９００２５および６０５６４４９に開示されている。前記装置は、着用者の肩に乗せる
ように構成された一対の肩当てを伴う前方部および後方部を持つラーメンより成る。この
型の装置は、かさばり、扱い難く、重いという不利点を持ち、小さい手持ち型のカメラあ
るいはビデオカメラの人間工学と性能を損なうものである。
【特許文献１】合衆国特許番号５８９００２５
【特許文献２】合衆国特許番号６０５６４４９
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
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【０００８】
　したがって、自ら安定し、軽量で、持ち運びでき、操作者の最小限の支持しか必要とせ
ず、小さい手持ち型のカメラあるいはビデオカメラの人間工学および性能を最も効果的に
する、小さいカメラあるいはビデオカメラ用の改良された支持装置が必要である。ここに
開示された肩装着型カメラ支持装置はこの問題を解決する。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明は、下記構成を備えることにより上記課題を解決できるものである。
【００１０】
　（１）カメラあるいはビデオカメラを固定するための一つの肩装着型カメラ支持装置で
あって、
　実質的に水平面で操作するカメラあるいはビデオカメラ（１１）を取り付けるための取
付手段（７２）を備えた前方部と、
　この前方部から延びる後方部と、
　この後方部に結合したバッテリの嵌合支持部（２５）とを備え、
　かつ、前記前方部に調節可能に接続される胸当て（２０）より成り、
　前記前方部と後方部とが、操作者の肩に装着された場合に、お互いに釣合ってカメラあ
るいはビデオカメラ（１１）を支持し、
　前記前方部は、カメラあるいはビデオカメラ（１１）のファインダ（１８）と操作者の
眼との配置を一直線にするために、前記後方部に結合される水平軸（２２）と、前記水平
軸（２２）に水平方向に傾斜して設けられ前記取付手段（７２）が設けられる水平支持軸
（７０）とを有することを特徴とするカメラあるいはビデオカメラを固定するための肩装
着型カメラ支持装置。
【００１１】
　（２）前記前方部および後方部が、肩装着型カメラ支持装置を折り畳むことができるよ
うにするために、それぞれ異なる面の回転軸の周囲に回転するように構成されることを特
徴とする前記（１）記載のカメラあるいはビデオカメラを固定するための肩装着型カメラ
支持装置。
【００１２】
　（３）前記前方部および後方部がそれぞれ機械的、電気的に分離するように構成される
ことを特徴とする前記（１）記載のカメラあるいはビデオカメラを固定するための肩装着
型カメラ支持装置。
【００１３】
　（４）前記装置が装着された場合に、バッテリ（１５）によって釣合いを取ることを特
徴とする前記（１）記載のカメラあるいはビデオカメラを固定するための肩装着型カメラ
支持装置。
【００１４】
　（５）前記前方部が略水平面で回転するように構成され、前記後方部が略垂直面で回転
するように構成されることを特徴とする前記（１）記載のカメラあるいはビデオカメラを
固定するための肩装着型カメラ支持装置。
【００１５】
　（６）前記前方部上のカメラあるいはビデオカメラ（１１）を取り付けるための取付手
段（７２）が、前方部により規定される水平線に対する少なくとも一つの軸にスライド可
能に調節できることを特徴とする前記（１）記載のカメラあるいはビデオカメラを固定す
るための肩装着型カメラ支持装置。
【００１７】
　（７）前記胸当て（２０）を前記前方部に摩擦により固定するための手段が前記胸当て
（２０）に接して存在し、それにより異なるサイズの操作者に対する調節が可能となるよ
うに前記胸当て（２０）を縦方向に滑らせ、前記前方部の異なる位置に維持することが可
能であることを特徴とする前記（１）記載のカメラあるいはビデオカメラを固定するため
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の肩装着型カメラ支持装置。
【００１８】
　（８）前記前方部上のカメラあるいはビデオカメラ（１１）を取り付けるための取付手
段（７２）が、カメラに取り付けられた角部材と、角部材を着脱可能にはめ込み、それに
よりカメラを固定するための対応する受容部とから成ることを特徴とする前記（１）記載
のカメラあるいはビデオカメラを固定するための肩装着型カメラ支持装置。
【００１９】
　（９）カメラあるいはビデオカメラを固定するための一つの肩装着型カメラ支持装置で
あって、
　実質的に水平面で操作するカメラあるいはビデオカメラ（１１）を取り付けるための取
付手段（７２）を供えた前方部と、
　この前方部から延びる後方部と、
　この後方部に結合したバッテリの嵌合支持部（２５）とを備え、
　かつ、前記前方部に取り付けられる細長いハンドル（５２）を備えたピストル式握り（
５０）と、
　支持されたカメラあるいはビデオカメラ（１１）を操作するために、前記前方部に前記
細長いハンドル（５２）を固定するための手段と、
　実質的に釣合いの取れた水平状態を維持するための、前記後方部に取り付けられた釣合
い重り（１５）より成り、
　前記前方部と後方部とが、操作者の肩に装着された場合に、お互いに釣合ってカメラあ
るいはビデオカメラ（１１）を支持し、
　前記前方部は、カメラあるいはビデオカメラ（１１）のファインダ（１８）と操作者の
眼との配置を一直線にするために、前記後方部に結合される水平軸（２２）と、前記水平
軸（２２）に水平方向に傾斜して設けられ前記取付手段（７２）が設けられる水平支持軸
（７０）とを有することを特徴とするカメラあるいはビデオカメラを固定するための肩装
着型カメラ支持装置。
【００２０】
　（１０）前記装置が、カメラあるいはビデオカメラの機能を制御するための手段を前記
ピストル式握り（５０）中に含むことを特徴とする前記（９）記載のカメラあるいはビデ
オカメラを固定するための肩装着型カメラ支持装置。
【発明の効果】
【００２１】
　以上説明したように、本発明によれば、カメラを操作者の肩上でバランスを保つことが
可能となり、また本願発明に係る肩装着型カメラ支持装置は、軽量で、持ち運びでき、安
定し、操作者が容易に操作でき、またその他の装備品と容易に適合することによりカメラ
の機能性を向上させ、迅速に組み立てることが可能である。さらに本願発明に係る肩装着
型カメラ支持装置は、折り畳み可能あるいは取り外し可能な構成部材を備え、それにより
最小限の収納スペースしか必要とせず、また種々のカメラあるいはビデオカメラを用いた
柔軟な使用のために容易に組立あるいは分解できる。また本願発明に係る肩装着型カメラ
支持装置は、カメラあるいはビデオカメラをカメラ取り付け手段にしっかりと取り付け、
さらに種々の撮影状況における操作のために迅速な解除が可能であり、また種々のカメラ
に適用できる。またさらに本願発明に係る肩装着型カメラ支持装置は、種々のカメラを取
り付け、調節し、それによりカメラあるいはビデオカメラのファインダを操作者の眼と位
置合わせすることが可能である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２２】
　上記の目的にしたがって、本発明は、撮影あるいは記録中のカメラあるいはビデオカメ
ラを固定するための折り畳み可能あるいは取り外し可能な肩装着型カメラ支持装置を提供
する。前記装置は、カメラあるいはビデオカメラに電力を供給するバッテリを釣合い重り
として用いることにより、操作者の肩上で安定させる前方部および後方部を有するモジュ
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ラーユニットより成る。カメラあるいはビデオカメラを固定するのに十分な強度を持つ、
適度に軽量で、頑丈でまた容易に加工できる任意の材料、例えばプラスチックあるいは金
属が、本装置を構築するために用いることができる。
【００２３】
　本発明の一つの実施例において、肩装着型カメラ支持装置は、肩装着型カメラ支持装置
の前方部および後方部を接続する、回転軸（Ｘ軸およびＹ軸）の周囲を稼動する一対の回
転ナックルを用いて折り畳み可能であり、容易に運送するために前記装置の分解を可能に
する。またこの特徴によりカメラ支持装置は折り畳まれ、土台としての平面に置くことが
可能となり、それにより前記装置を撮影中のカメラあるいはビデオカメラを支持するため
のポッドに転換することができる。
【００２４】
　前方部は、水平支持軸にヒンジ式に接続された、クラッチ稼動のスライド可能な胸当て
を有し、前記胸当ては操作者の胸に乗せられ、安定させるためにカメラ支持装置を操作者
の身体に固定する。胸当てはまたカメラの前方への加重を支持する働きをし、操作者の腕
を解放する。胸当てのクラッチにより、胸当てを操作者の身体に対して快適な、動かない
位置にしっかりと調節することが可能となる。追加の回転ナックルは、肩装着型カメラ支
持装置の前方部とカメラシューおよび取り付け手段装置をスライド可能に取り付ける第二
水平支持軸との間にある。この第二水平支持軸は、運送目的のための前記装置の折り畳み
性能を補助する折り畳み可能なナックルを経て、第一水平軸の軸からわずかに中心を外れ
た方向に置かれる。第二水平支持軸は、第一軸からおおよそ１６°の方向に置かれ、操作
者の眼に対して、カメラのファインダが一列に並んだあるいは一直線の配置を提供する。
前方の回転ナックルは、垂直軸（Ｙ軸）の周囲を回転する。
 
 
【００２５】
　カメラあるいはビデオカメラは、第二水平軸に直接取り付けることが可能であり、ある
いは、水平面にカメラあるいはビデオカメラを調節可能に置くための肩装着型カメラ支持
装置の第二の曲げられた水平軸部分にスライド可能に接続されたシューおよび取り付け手
段装置に取り付けることが可能である。シューおよび取り付け手段装置は、種々のカメラ
あるいはビデオカメラに使用するために調節でき、シューはカメラあるいはビデオカメラ
の底面とかみ合う。シューは取り付け手段に取り付けられ、シューの表面と相互作用する
スプリング偏向固定手段によりその位置に維持される。
【００２６】
　管状溝は、カメラあるいはビデオカメラの位置を水平面に調節するための肩装着型カメ
ラ支持装置の前方に配置した取付用金具に、スライド可能に接続されたスライドに取り付
けられる相補的な垂直管状溝とかみ合わせるために、取り付け手段の底面に備えられる。
【００２７】
　好ましい実施例において、肩装着型カメラ支持装置の後方部は、カメラへの電力および
カメラライトあるいはワイヤレスマイク受信機等の装備品への別の電力を供給し、またさ
らにカメラあるいはビデオカメラに対して釣合い重りを提供するバッテリパックに取外し
可能に接続される。
【００２８】
　肩装着型カメラ支持装置は、操作者の肩および身体の代わりに、三脚あるいは一脚等の
固定された安定化装置に取り付けられ得る。
【００２９】
　本発明の一つの実施例において、回転ナックルが、好都合な収納および運送のためのさ
らなる分解を可能にするために、解除可能な接続手段と置き換えられる場合には、肩装着
型カメラ支持装置の前方部は取り外し可能である。
【００３０】
　本発明の別の実施例において、取り外し可能なピストル式握りは、適切な固定手段、例
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えばナット、ボルト、ピン、ネジ部品、ビスあるいはそれらの組合せにより、肩装着型カ
メラ支持装置の底面に取り付けられる。
【００３１】
　ピストル式握りは、肩装着型支持装置の前方部に解除可能に取り付けられ、種々のビデ
オカメラあるいはカメラに用いることが可能であり、さらにビデオカメラを支持する間の
適切な引力バランスを保つことができる。ピストル式握りは、筺体中にビデオカメラの補
足の制御装置あるいはバッテリパックを収納することができる。ピストル式握りは、小型
、軽量であり、また左手あるいは右手のどちらでも使用可能であり、長期間の使用後も疲
労させることなく、ビデオカメラの操作性を向上させる。
【００３２】
　本発明のさらなる目的および利点は、以下の説明、請求の範囲および添付図面からより
明らかとなるであろう。
【実施例１】
【００３３】
　図面を詳細に参照するにあたって、本発明にしたがった図面全体において同じ数字は同
じ部位を示す。カメラあるいはビデオカメラ１１は、本発明の対象を構成する肩装着型カ
メラ支持装置１０に取り付けることが可能である。
【００３４】
　図１は、操作者１２により用いられている状況での本発明にしたがった肩装着型カメラ
支持装置１０の側面図である。ここで肩装着型カメラ支持装置１０は、操作者の肩の上で
単独で支持され、安定化する。肩装着型カメラ支持装置１０は、カメラあるいはビデオカ
メラ１１が取り付けられる前方部およびバッテリパック１５を収容するための後方部より
成る。
【００３５】
　図２は、カメラあるいはビデオカメラ１１用の肩装着型カメラ支持装置１０の上面図で
あり、図３は、カメラあるいはビデオカメラ１１用の肩装着型カメラ支持装置１０の側面
図である。肩装着型カメラ支持装置１０の前方部は、後部回転ナックル１４から水平にか
つ前方に突出する中空状の水平軸２２を持つ。柔軟な電源ケーブル３４は、バッテリパッ
ク１５等の電力供給源からカメラあるいはビデオカメラ１１に向けて、中空状の水平軸２
２の中を通すことが可能である。電源ケーブル３４は、カメラあるいはビデオカメラ１１
への迅速な接続手段として当業者によく知られ使用される型の電気コネクタ３６で終了す
る。
 
【００３６】
　図４に示されるように、胸当て２０は水平軸２２から垂直に伸び、前記胸当て２０はそ
の長さの中間にあるヒンジ２１により回転可能である。胸当て２０の上部２３は、軸受筒
２４中を貫通する水平軸２２を受容する円形穴２７を備えた軸受筒２４を介して、肩装着
型カメラ支持装置１０の水平軸２２に取り付けられる。軸受筒２４は、軸受筒２４の胸当
て２０の上部２３と反対の側に接して取り付けられるカム２９を持ち、そして、カム２９
の外周部分は、図４に示されるように胸当て２０の上部２３が水平軸２２と垂直である場
合に、水平軸２２の底面に形成された弧状溝にぴったりと設置され、それにより胸当て２
０は水平軸２２に沿ってスライド可能に調節することができ、さらに引き倒し部位３１が
、操作者１２の胸と接触するようにヒンジ２１により回転して広げられ、カム２９を水平
軸２２の底面の溝との摩擦クラッチングかみ合わせに押し出す場合に望ましい位置に固定
される。胸当て２０は部分的に折り畳むことが可能であり、図１に図示された使用位置か
ら内側に折り畳まれ、また肩装着型カメラ支持装置１０の後方部が、図３および図５に関
連して開示されるようにポッドに折り畳まれる場合に、水平軸２２の様々な位置でスライ
ド可能に調節される。
【００３７】
　引っ掛けられた胸当て２０は、軸受筒２４からおおよそ６インチ下方へ伸び、胸当て２
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０の中央で一定の角度でアーチ状になり、それにより図１に示されるように、胸当て２０
は容易に操作者の胸と接触する。胸当て２０の形状は、操作者の望む位置に合うように容
易に突き出されることを可能とする。胸当て２０は、操作者の胸に安全にまた快適に適応
する任意の形状より成り得る。
【００３８】
　本発明の別の実施例において、胸当て２０は、ピストル式握り５０と置き換えることが
できる。ピストル式握り５０は、適切な固定手段、例えばナット、ボルト、ピン、ネジ部
品、ビスあるいはそれらの組合せにより肩装着型カメラ支持装置１０に固定される取り外
し可能な細長い安定したハンドル部分５２で構成される。ピストル式握り５０は、図８に
示されるように、ネジ部品５４および可倒式位置決めピン５６により、肩装着型カメラ支
持装置１０の底面に取り付けられる。これは、ピストル式握り５０を肩装着型カメラ支持
装置１０の操縦および操作に適した位置に固定する。
【００３９】
　ピストル式握り５０は、肩装着型カメラ支持装置１０に解除可能に取り付けられ、特に
電源、拡大・縮小、絞りおよび焦点等のカメラあるいはビデオカメラ１１の一つあるいは
それ以上の機能を制御する回路を組み込む。ピストル式握り５０は、取り付けられた場合
には、操作者１２の肩の後ろ側で、背に沿って位置する、肩装着型カメラ支持装置１０の
後方のバッテリパック１５の釣合い重りによりその位置が維持されるカメラあるいはビデ
オカメラ１１の操縦および動作性における補助をする。
【００４０】
　細長い安定したハンドル５２は、肩装着型カメラ支持装置の回転ナックル２８への迅速
な付加のための中空でない長方形頂部５８を備えた、中空のあるいは中空でない構造であ
り得る。細長い安定したハンドル５２の後方部５１は快適に適応するように曲げられ、そ
れに対し、細長い安定したハンドル５２の前方部５３はさらに快適にするために隆起した
指位置部５５、５７および５９を備える。
【００４１】
　ピストル式握り５０はまた、カメラあるいはビデオカメラ１１の重量に対してピストル
式握り５０を適切な位置に置くことによるピストル式握り５０上のカメラあるいはビデオ
カメラ１１の釣り合わせにより、カメラあるいはビデオカメラ１１の傾きを排除するため
の方式として、カメラあるいはビデオカメラ１１の底面に直接取り付けることができる。
しかし、操作者１２の手首および腕は、長期間使用した場合には、疲労しやすくなり得る
。
【００４２】
　図２に示される水平軸２２はまた、遠心端において前方の回転ナックル２８に接続され
、溶接、ネジ部品あるいは任意のその他の適切な固定手段により、前方の回転ナックル２
８に固定され得る。好ましい実施例において、水平軸２２は回転ナックル２８に通すよう
に接続される。
【００４３】
　回転ナックル２８は回転ナックル１４と同様に、お互いがかみ合う二つの対向部材４２
、４４を持ち、ヒンジ３３によって接続される。回転ナックル２８および１４の対向面は
、ヒンジ３３を中心として回転する。その違いは、対向部材４２のかみ合い面４９で受け
るフック端４７を持つ後面の対向部材４４の回転掛け金固定手段４６が解除された場合に
、回転ナックル１４の対向部材４２および４４がＸ軸に沿って回転し、回転ナックル２８
の対向部材４２および４４がＹ軸に沿って回転することだけである。この構造により、肩
装着型カメラ支持装置１０の前方部はＸおよびＹ軸の周囲に旋回し、図５に示される折り
畳まれた形態に見られるように、運送および収納を容易にするために、ヒンジのある回転
ナックル１４および２８の周囲に折り畳むことが可能となる。
【００４４】
　回転ナックル２８の第二の対向部材４２から突き出しているものは、図２および５で詳
細に示されているカメラあるいはビデオカメラのシューおよび取り付け手段装置７２をス
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ライド可能に取り付けるための水平支持軸７０である。水平支持軸７０は、カメラあるい
はビデオカメラのファインダ１８と操作者の眼との配置が一直線となるように調整するた
めに、水平軸２２の軸から１６°の角度だけ斜めに設置される。
【００４５】
　シューおよび取り付け手段装置７２は、シュー７４がカメラあるいはビデオカメラ１１
の底面とかみ合うように構成される。図５に示されるように、シュー７４は取り外し可能
であり、取り付け手段７６の上面７５中の対応する凹部７３の中央に取り付けられるよう
に寸法を合わせて作られている。シュー７４は、ネジ接続手段８０をカメラあるいはビデ
オカメラ１１の底面にあるネジ受容収納部（図示せず）にネジ接続できるように、カメラ
あるいはビデオカメラの底面にある開口部（図示せず）に収容される位置決めピン７８で
構成される。シューの上面は、カメラあるいはビデオカメラ１１の底面との摩擦接触のた
めの磨耗パッド８１、８３を持つ。
【００４６】
　いったんカメラあるいはビデオカメラ１１に取り付けられると、シュー７４は、取り付
け手段７６に取り付けられ、固定手段８４により所定の位置に維持され得る。固定手段８
４は、図６および７に示されるように、スロット８７内に閉じ込められた状態のスプリン
グ偏向ピン８５を包含する。
【００４７】
　ピン８５の頭部８９を、図６に示されたスプリング９５の偏りに逆らって内側に押すこ
とにより、ピン８５の下部を切り取ったあるいはより細い直径の部分９３は、シュー７４
の突出カム面８２と隣接した位置に置かれ、したがってシュー７４は、凹部内に完全に置
くことができる。頭部８９の解放により、ピン軸あるいは本体のより太い勾配付き部位９
７は下向きに傾斜した突出カム面８２の一部に接触することが可能となり、シューを脱離
方向への動きに逆らって固定することができる。
【００４８】
　取り付け手段７６の底面には、肩装着型カメラ支持装置１０の水平支持軸７０に配置さ
れ、つまみネジ１０１により調節された位置に保持される、相対的にスライド可能で直角
方向に合わせられた溝部材９８、９９により取り付け用金具８８にスライド可能に取り付
けられる水平スライド部材７７が結合する。取り付け用金具８８は、水平面のＸおよびＹ
方向でのスライド調節を用いて操作者の眼に対するカメラあるいはビデオカメラのファイ
ンダ１８の配置を完全にするために、水平支持軸７０に対してわずかに中心をずらした位
置に置かれる。
【００４９】
　肩装着型カメラ支持装置１０の後方部は、電源ケーブル３４をバッテリパック１５から
ビデオカメラ１１まで方向付けることができる単一中空軸１８′より成る。単一中空軸１
８′は、溶接、ネジ部品あるいはその他の任意の適切な固定手段により、後方の回転ナッ
クル１４に固定される。本実施例の単一中空軸１８′は、後方の回転ナックル１４から、
バッテリパック１５のおすプレートへの迅速な接続のためのめすプレート２５へ、一定の
角度で下向きに伸びる。バッテリパック１５は、取り付け用金具８８に取り付けられたカ
メラあるいはビデオカメラ１１に対する釣合い重りとしての機能を果たし、その結果カメ
ラあるいはビデオカメラ１１は地面に対して水平および平衡となる。
【００５０】
　好ましい実施例において、バッテリパック１５のおすプレートは、Ｗｉｌｓｏｎに発行
された合衆国特許番号４８１０２０４に示される型のめすプレート２５に収容される。バ
ッテリパック１５の実質的に平らなおすプレートは、めすプレート２５のスロット１０５
内に収容される複数の突起１０３を持ち、めす電気端子は、めすプレート上でのおす電気
端子とのかみ合いのために収納部内に置かれる。したがって、めすプレート２５とバッテ
リパック１５のおすプレートは、連結され、固定される。プレートで組み合わされたバッ
テリパック１５は、肩装着型カメラ支持装置１０の後方部に取り付けることができ、肩装
着型カメラ支持装置１０の前方部との釣合いをとり、手での支持を必要としない独立した
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安定性を提供する。
【００５１】
　図３は、ポッド、あるいは三脚の代わりのカメラあるいはビデオカメラ支持体として平
面上で用いた場合の肩装着型カメラ支持装置１０の側面図である。図３に示されるように
、肩装着型カメラ支持装置１０の後方部は、平面１４２に乗せ、回転させることができ、
あるいは一本足の支持体（図示せず）に取り付けることが可能なポッドを形成するために
、回転ナックル１４の後方の対向部材４４で折り畳まれる。
【００５２】
　後方の回転ナックル１４は、お互いにかみ合い、ヒンジ３３で連結する二つの対向部材
４２、４４を持つ。回転ナックル１４の対向面は、回転掛け金固定手段４６から解除され
た場合に、ヒンジ３３すなわちＸ軸の周囲に回転し、回転掛け金固定手段４６の固定位置
と掛け金の外れた位置との間でおおよそ１２０°の角度で下向きに伸びる。肩装着型カメ
ラ支持装置１０の後方部が回転して開いた場合に、胸当て２０は、後方の回転ナックル１
４の伸展を調整するために、胸当て２０の上部と下部を接続するヒンジ２１から内側に、
部分的に折り畳むことができる。
【図面の簡単な説明】
【００５３】
【図１】操作者により用いられている状況での本発明にしたがった肩装着型カメラ支持装
置の側面図
【図２】図１の肩装着型カメラ支持装置の平面図
【図３】平面に設置されたポッドとして使用した場合の肩装着型カメラ支持装置の側面図
【図４】図１の４－４線で示された平面に沿って得られた横断面
【図５】収納あるいは運送用に折り畳まれた肩装着型カメラ支持装置の拡大した分解側面
図
【図６】肩装着型カメラ支持装置のカメラあるいはビデオカメラ取り付け手段の部分的に
断面で示した平面図
【図７】取り付け手段に固定されたカメラあるいはビデオカメラと接続されるシューを伴
う図６と同様の図
【図８】肩装着型カメラ支持装置に取り付けられたピストル式握りの立面図の側面図
【符号の説明】
【００５４】
１０　肩装着型カメラ支持装置
１１　カメラあるいはビデオカメラ
１２　操作者
１４　後方回転ナックル
１５　バッテリパック
１８　ファインダ
１８′　単一中空軸
２０　胸当て
２１　ヒンジ
２２　水平軸
２４　軸受筒
２５　めすプレート
３１　引き倒し部位
３４　電源ケーブル
３６　電気コネクタ
４２　対向部材
４４　対向部材
４６　回転掛け金固定手段
４７　フック端
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４９　かみ合い面
５０　ピストル式握り
５１　ハンドル後方部
５２　ハンドル部分
５３　ハンドル前方部
５５　隆起指位置
５６　可倒式位置決めピン
７０　水平支持軸
７２　シューおよび取り付け手段装置
７３　凹部
７４　シュー
７６　取り付け手段
７７　水平スライド部材
７８　位置決めピン
８０　ネジ接続手段
８１　磨耗パッド
８２　突出カム面
８３　磨耗パッド
８４　固定手段
８５　スプリング偏向ピン
８７　スロット
８８　取り付け用金具
８９　スプリング偏向ピン頭部
９８　溝部材
９９　溝部材
１０３　突起
１０５　スロット



(12) JP 4204436 B2 2009.1.7

【図１】 【図２】

【図３】 【図４】

【図５】



(13) JP 4204436 B2 2009.1.7

【図６】

【図７】

【図８】



(14) JP 4204436 B2 2009.1.7

10

20

フロントページの続き

(72)発明者  アレキサンダー　ピー，ディーゾーボ
            アメリカ合衆国，０６７９８　コネティカット，ウッドベリー，フォレスト　リッジ　ロード　２
            ２
(72)発明者  カール　エイ．ハルトマン
            アメリカ合衆国，０６４１８　コネティカット，ダービー，サンセット　ドライブ　１
(72)発明者  ジョセフ　ピー．テオドーシォ
            アメリカ合衆国，０６４８３　コネティカット，セイモア，リージャン　ロード　１２

    審査官  菅原　道晴

(56)参考文献  実開平０１－０５４４７０（ＪＰ，Ｕ）　　　
              特開２００１－３３３３０８（ＪＰ，Ａ）　　　
              実開昭６２－０４２３８０（ＪＰ，Ｕ）　　　
              特開平０３－０４６８７４（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平０１－２３６８７２（ＪＰ，Ａ）　　　
              実開平０６－０５８６６０（ＪＰ，Ｕ）　　　
              実開平０１－１２６７７７（ＪＰ，Ｕ）　　　
              実開平０３－０６１７５６（ＪＰ，Ｕ）　　　
              特開平０３－２８８８３８（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２０００－２７８７１８（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平１１－０８８７４５（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｈ０４Ｎ　　　５／２２２－５／２５７


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

