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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　シャッタ地板に設けられた第１の軸に回動可能に支持され、先幕駆動バネの付勢力によ
って駆動される先幕駆動部材と、
　前記シャッタ地板に設けられた第２の軸に回動可能に支持され、後幕駆動バネの付勢力
によって駆動される後幕駆動部材と、
　前記第１の軸に回動可能に支持され、前記先幕駆動バネの付勢力を調整するための先幕
調整部材と、
　前記第２の軸に回動可能に支持され、前記後幕駆動バネの付勢力を調整するための後幕
調整部材と、
　前記後幕駆動バネによる前記後幕調整部材の傾きが前記先幕駆動バネによる前記先幕調
整部材の傾きより大きくなるように、前記先幕調整部材及び前記後幕調整部材を受ける上
地板と、を有し、
　前記先幕調整部材および前記後幕調整部材は同一材料で形成されることを特徴とするフ
ォーカルプレーンシャッタ。
【請求項２】
　前記上地板は、前記先幕調整部材のスラスト位置規制となる第１の面と、前記後幕調整
部材のスラスト位置規制となる第２の面と、を有し、
　前記第１の面の面積が、前記第２の面の面積より大きいことを特徴とする請求項１に記
載のフォーカルプレーンシャッタ。
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【請求項３】
　前記上地板は、前記先幕調整部材のスラスト位置規制となる第１の面と、前記後幕調整
部材のスラスト位置規制となる第２の面と、を有し、
　前記第１の面が前記先幕調整部材の外縁を支持し、前記第２の面が前記後幕調整部材の
内縁を支持することを特徴とする請求項１に記載のフォーカルプレーンシャッタ。
【請求項４】
　前記先幕調整部材および前記後幕調整部材は合成樹脂で形成されることを特徴とする請
求項１乃至３のいずれか１項に記載のフォーカルプレーンシャッタ。
【請求項５】
　シャッタ地板に設けられた第１の軸に回動可能に支持され、先幕駆動バネの付勢力によ
って駆動される先幕駆動部材と、
　前記シャッタ地板に設けられた第２の軸に回動可能に支持され、後幕駆動バネの付勢力
によって駆動される後幕駆動部材と、
　前記第１の軸に回動可能に支持され、前記先幕駆動バネの付勢力を調整するための先幕
調整部材と、
　前記第２の軸に回動可能に支持され、前記後幕駆動バネの付勢力を調整するための後幕
調整部材と、
　前記後幕駆動バネによる前記後幕調整部材の傾きが前記先幕駆動バネによる前記先幕調
整部材の傾きより大きくなるように、前記先幕調整部材及び前記後幕調整部材を受ける上
地板と、を有し、
　前記先幕調整部材は金属で形成され、前記後幕調整部材は合成樹脂で形成されることを
特徴とするフォーカルプレーンシャッタ。
【請求項６】
　前記上地板は合成樹脂からなることを特徴とする請求項１乃至５のいずれか１項に記載
のフォーカルプレーンシャッタ。
【請求項７】
　被写体像を光電変換する撮像素子と、
　請求項１乃至６のいずれか１項に記載のフォーカルプレーンシャッタと、を有すること
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、先幕羽根群と後幕羽根群を順次作動させて、その二つの羽根群のスリット形
成羽根によって露光を行うことが可能なカメラ用フォーカルプレーンシャッタに関する。
【背景技術】
【０００２】
　先幕羽根群と後幕羽根群を順次作動させ、その二つの羽根群のスリット形成羽根によっ
て露光を行うように構成されたフォーカルプレーンシャッタが、一眼レフカメラ等に広く
採用されている（特許文献１参照）。このようなフォーカルプレーンシャッタでは、先幕
駆動バネと後幕駆動バネによって付勢された先幕駆動部材と後幕駆動部材が、所定のタイ
ミングで回転を開始し、先幕羽根群と後幕羽根群に露光を行わせるように構成されている
（第１の従来構成）。
【０００３】
　ここで、何らかの要因によって幕速変化が起こったときの挙動を考える。通常、先幕速
と後幕速は等しいとは限らないが、簡略化のため、初期状態では先幕速と後幕速は等しい
ものとして考える。
【０００４】
　先幕速及び後幕速が変化したとしても、先幕速と後幕速の相対速度が等しい場合、露光
量は変化しない。ところが、先幕速が後幕速より速くなると、露光量はオーバー方向に変
化する。一方、先幕速が後幕速より遅くなると、露光量はアンダー方向に変化する。
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【０００５】
　先幕速が後幕速よりさらに遅くなると、先幕羽根群と後幕羽根群により形成されるべき
スリットが形成されず、撮像面に対する露光が行われない幕閉じと呼ばれる現象が発生し
てしまう。この現象は、フォーカルプレーンシャッタにとっては致命的である。
【０００６】
　特許文献２に開示されているフォーカルプレーンシャッタでは、幕閉じを回避するため
、後幕駆動部材の摺接面を先幕駆動部材の摺接面より大きく構成している。このような構
成により、低温環境で幕速の変化が起こっても、幕閉じの発生を抑制している（第２の従
来構成）。
【特許文献１】特開２００６－２２１０５４号公報
【特許文献２】特開２０００－２９０７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、上述の第１の従来構成では、高温や低温での環境下や、経時変化での幕
速変化による幕閉じの発生を抑制することができない。また、上述の第２の従来構成では
、低温環境下における幕閉じの発生を抑制することは考慮されているが、経時変化により
幕速が変化した場合における幕閉じの発生を抑制することは考慮されていない。
【０００８】
　本発明は、このような問題点を解決するためになされたものであり、経時変化による幕
閉じの発生を抑制することが可能なフォーカルプレーンシャッタを提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明の一側面としてのフォーカルプレーンシャッタは、シャッタ地板に設けられた第
１の軸に回動可能に支持され、先幕駆動バネの付勢力によって駆動される先幕駆動部材と
、前記シャッタ地板に設けられた第２の軸に回動可能に支持され、後幕駆動バネの付勢力
によって駆動される後幕駆動部材と、前記第１の軸に回動可能に支持され、前記先幕駆動
バネの付勢力を調整するための先幕調整部材と、前記第２の軸に回動可能に支持され、前
記後幕駆動バネの付勢力を調整するための後幕調整部材と、前記後幕駆動バネによる前記
後幕調整部材の傾きが前記先幕駆動バネによる前記先幕調整部材の傾きより大きくなるよ
うに、前記先幕調整部材及び前記後幕調整部材を受ける上地板と、を有し、前記先幕調整
部材および前記後幕調整部材は同一材料で形成されることを特徴とする。
【００１３】
　また、本発明の他の側面としての撮像装置は、被写体像を光電変換する撮像素子と、前
記のいずれかのフォーカルプレーンシャッタとを有する。
【００１４】
　本発明の他の目的及び特徴は、以下の実施例において説明される。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明のフォーカルプレーンシャッタ及び撮像装置によれば、経時変化による幕速変化
が生じた場合でも、先幕速の遅延量を後幕速の遅延量より小さくすることができ、経時変
化による幕閉じの発生を抑制することが可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１６】
　以下、本発明の実施例について、図面を参照しながら詳細に説明する。各図において、
同一の部材については同一の参照番号を付し、重複する説明は省略する。
【００１７】
　まず、本発明の実施例における一眼レフ撮像システムの構成について説明する。図８は
、本発明の実施例における一眼レフ撮像システム１００の概略構成図である。
【００１８】
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　図８に示されるように、一眼レフ撮像システム１００は、撮像装置としてのカメラ本体
１０１とカメラ本体１０１に対して着脱可能な交換レンズ１０２とから構成される。
【００１９】
　カメラ本体１０１の内部には、ファインダ光学系１０４が設けられている。また、交換
レンズ１０２からの光束をファインダ光学系１０４へ導くダウン位置と、交換レンズ１０
２からの光路外に退避するアップ位置とに移動可能な光学部材としてのクイックリターン
ミラー１０３が設けられている。
【００２０】
　また、カメラ本体１０１の内部には、交換レンズ１０２により形成された被写体像を光
電変換するＣＣＤセンサ又はＣＭＯＳセンサ等の撮像素子１０６が設けられている。１０
５は、撮像素子１０６の露光量を制御するフォーカルプレーンシャッタである。フォーカ
ルプレーンシャッタは、その開口部を開閉する先幕羽根群及び後幕羽根群を備える。
【実施例１】
【００２１】
　次に、本発明の実施例１におけるフォーカルプレーンシャッタについて、図１～図４を
参照しながら説明する。
【００２２】
　図１は、本実施例におけるフォーカルプレーンシャッタの羽根走行前待機状態を示す平
面図であり、図２は、本実施例におけるフォーカルプレーンシャッタの羽根走行完了状態
を示す平面図である。図３は、本実施例におけるフォーカルプレーンシャッタの駆動バネ
の調整機構を示しており、図１と同じ状態を表している。図１～図３は、いずれもフォー
カルプレーンシャッタがカメラに組み込まれた状態において、フォーカルプレーンシャッ
タを被写体側から見たときの略左半分を示す平面図である。図４は、図１のフォーカルプ
レーンシャッタを左方向から見たときの要部断面図であり、図の見易さのために説明に不
要な部材を省略している。
【００２３】
　１はフォーカルプレーンシャッタのシャッタ地板である。シャッタ地板１には、先幕羽
根群及び後幕羽根群の駆動機構を構成する各部品が取り付けられている。１ａは被写体か
らの光束が通過するアパーチャである。アパーチャ１ａは、シャッタ地板１に形成されて
いる。
【００２４】
　シャッタ地板１の背面側には、不図示の仕切板と、図４に示されているカバー板２が取
り付けられている。仕切板とカバー板２にもアパーチャ１ａの形状と類似の形状をしたア
パーチャが形成されている。これらの三つのアパーチャを重ね合わせることによって、長
方形の露光アパーチャが形成される。
【００２５】
　シャッタ地板１には、円弧状をした先幕長穴１ｂ及び後幕長穴１ｃが形成されている。
図４に示されるように、先幕軸１ｄ（第１の軸）、後幕軸１ｅ（第２の軸）は、シャッタ
地板１を貫通した状態でかしめ加工によって取り付けられている。
【００２６】
　先幕羽根回転軸１ｆ及び後幕羽根回転軸１ｇは、シャッタ地板１の背面にかしめ加工に
よって取り付けられている。また、先幕緊定レバー軸１ｈ、後幕緊定レバー軸１ｉ、先幕
緊定ストッパー軸１ｊ、後幕緊定ストッパー軸１ｋ、チャージレバー軸１ｌは、シャッタ
地板１の表面にかしめ加工によって取り付けられている。更に、図４に示されるように、
合成樹脂で成形された上地板３が、先幕軸１ｄ及び後幕軸１ｅに嵌合してシャッタ地板１
に取り付けられている。
【００２７】
　上地板３には、後述する先幕緊定レバー及び後幕緊定レバーを作動させるためのムービ
ングマグネット方式の電磁アクチュエータが取り付けられている。このような電磁アクチ
ュエータの構成は周知であり、本実施例の説明に特に必要がないため、その図示を省略し
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ている。
【００２８】
　先幕軸１ｄ、後幕軸１ｅには、先幕駆動レバー４（先幕駆動部材）、後幕駆動レバー５
（後幕駆動部材）がそれぞれ回転可能に取り付けられている。先幕駆動レバー４、後幕駆
動レバー５には、先幕軸１ｄ、後幕軸１ｅと嵌合する軸受４ａ、５ａ、羽根駆動ピン４ｂ
、５ｂ、バネかけ軸４ｃ、５ｃ、及び、コロ軸４ｄ、５ｄがかしめられている。また、コ
ロ軸４ｄ，５ｄには、コロ４ｅ、５ｅがそれぞれ回動可能に取り付けられている。更に、
先幕駆動レバー４、後幕駆動レバー５には、後述の緊定レバーとの係止のための被係止部
４ｆ、５ｆが設けられている。
【００２９】
　また、先幕駆動レバー４、後幕駆動レバー５は、先幕長穴１ｂ、後幕長穴１ｃによって
回動範囲が制限されている。
【００３０】
　羽根駆動ピン４ｂ、５ｂは、それぞれ、先幕長穴１ｂ、後幕長穴１ｃを貫通して、先幕
羽根群４ｇ、後幕羽根群５ｇと連結している。先幕羽根群４ｇ及び後幕羽根群５ｇの両方
の羽根群は、周知のように、それぞれ二つのアームとそれらに連結した複数枚の羽根によ
って構成されている。
【００３１】
　先幕軸１ｄ、後幕軸１ｅには、図３及び図４に示されるように、合成樹脂で成形された
先幕調整歯車６（先幕調整部材）、及び、後幕調整歯車７（後幕調整部材）がそれぞれ回
動可能に取り付けられている。また、先幕駆動レバー４、後幕駆動レバー５の軸受４ａ、
５ａの外周には、ねじりコイルバネである先幕駆動バネ８、後幕駆動バネ９がそれぞれ配
置されている。
【００３２】
　先幕駆動バネ８、後幕駆動バネ９の一端は、先幕調整歯車６、後幕調整歯車７のバネか
け穴６ｂ、７ｂにかけられている。また、先幕駆動バネ８、後幕駆動バネ９の他端は、バ
ネかけ軸４ｃ、５ｃにかけられている。
【００３３】
　先幕ウォーム１０、後幕ウォーム１１は、上地板３に回動可能に取り付けられており、
先幕調整歯車６、後幕調整歯車７と噛み合っている。このため、先幕ウォーム１０、後幕
ウォーム１１を回転させることにより、先幕調整歯車６、後幕調整歯車７が回転し、先幕
駆動バネ８、後幕駆動バネ９の付勢力をそれぞれ調整することができる。この付勢力は、
先幕駆動レバー４、後幕駆動レバー５を図３中の時計回り方向へ回転させるものである。
【００３４】
　また、先幕調整歯車６、後幕調整歯車７と、先幕ウォーム１０、後幕ウォーム１１の歯
車とは、所望の構成に設定可能である。例えば、先幕ウォーム１０、後幕ウォーム１１を
回転させることにより先幕調整歯車６、後幕調整歯車７が回転するように構成することが
できる。一方、先幕調整歯車６、後幕調整歯車７に先幕駆動バネ８、後幕駆動バネ９の付
勢力がかかった場合でも、先幕調整歯車６、後幕調整歯車７が回転しないように構成する
ことができる。
【００３５】
　先幕駆動バネ８、後幕駆動バネ９は、圧縮コイルバネとしても作用し、先幕調整歯車６
、後幕調整歯車７を上地板３の方へ、先幕駆動レバー４、後幕駆動レバー５をシャッタ地
板１の方へそれぞれ付勢している。
【００３６】
　先幕緊定レバー軸１ｈ、後幕緊定レバー軸１ｉには、それぞれ、先幕緊定レバー１２、
後幕緊定レバー１３が回動可能に取り付けられている。各緊定レバーには不図示のバネが
かけられており、各緊定レバーは反時計方向に付勢されている。各緊定レバーは、先幕緊
定ストッパー軸１ｊ、後幕緊定ストッパー軸１ｋによりその回転範囲が抑制されている。
【００３７】



(6) JP 5455341 B2 2014.3.26

10

20

30

40

50

　図１に示される状態において、先幕緊定レバー１２、後幕緊定レバー１３は、先幕駆動
レバー４、後幕駆動レバー５の被係止部４ｆ、５ｆにかかっており、各駆動レバーの回転
が抑止された状態となっている。
【００３８】
　この状態において、まず、不図示の先幕電磁アクチュエータが作動することで、先幕緊
定レバー１２が時計回りに回転する。これにより、先幕緊定レバー１２と先幕駆動レバー
４との係止が外れ、先幕駆動レバー４が時計回りに回転する。先幕駆動レバー４が時計回
りに回転することで、先幕羽根群４ｇが上から下に走行する。
【００３９】
　続いて、不図示の後幕電磁アクチュエータが作動することで後幕緊定レバー１３が時計
回りに回転し、後幕緊定レバー１３と後幕駆動レバー５との係止が外れ、後幕駆動レバー
５が時計回りに回転する。後幕駆動レバー５が時計回りに回転することで、後幕羽根群５
ｇが上から下に走行し、図２に示される走行完了状態となる。
【００４０】
　チャージレバー軸１ｌにはチャージレバー１４が回動可能に支持されている。チャージ
レバー１４は、不図示のバネにより反時計周りに付勢されている。また、チャージレバー
１４には、不図示のチャージレバー駆動部材によって押される被押動部１４ａが形成され
ている。
【００４１】
　次に、本実施例のフォーカルプレーンシャッタにおけるチャージ動作について説明する
。
【００４２】
　図２に示される走行完了状態において、駆動源からの駆動力を受けることによりチャー
ジレバー駆動部材が作動する。チャージレバー駆動部材が被押動部１４ａを押すと、チャ
ージレバー１４は時計周りに回転する。
【００４３】
　このとき、まず、チャージレバー１４の先幕チャージカム部１４ｂが先幕駆動レバー４
のコロ４ｅを押し、先幕駆動バネ８の付勢力に抗して先幕駆動レバー４を反時計周りに回
転させる。次に、後幕チャージカム部１４ｃが後幕駆動レバー５のコロ５ｅを押し、後幕
駆動バネ９の付勢力に抗して後幕駆動レバー５を反時計周りに回転させる。
【００４４】
　このように、先幕羽根群４ｇ、後幕羽根群５ｇは、所定の重なり量をもってチャージさ
れ、先幕駆動レバー４、後幕駆動レバー５の被係止部４ｆ、５ｆが先幕緊定レバー１２、
後幕緊定レバー１３に係止される。その後、不図示のチャージレバー駆動部材が被押動部
１４ａから退避する。チャージレバー駆動部材が退避すると、チャージレバー１４は不図
示のバネによる付勢力により反時計周りに回転し、図１に示される走行前待機状態となる
。
【００４５】
　次に、本実施例における上地板３、先幕調整歯車６、及び、後幕調整歯車７の構成につ
いて説明する。
【００４６】
　先幕調整歯車６は、上地板３の先幕受け面３ａ（第１の面）によって、スラスト方向に
規制されている。先幕受け面３ａは、同心円状の先幕内側受け面３ａ１と先幕外側受け面
３ａ２の２つの面で構成されている。このように、先幕内側受け面３ａ１及び先幕外側受
け面３ａ２から構成される先幕受け面３ａは、先幕調整歯車６のスラスト位置規制となる
。
【００４７】
　一方、後幕調整歯車７は、先幕内側受け面３ａ１と同等形状の後幕受け面３ｂ（第２の
面）でのみスラスト方向に規制されている。すなわち、後幕受け面３ｂは、後幕調整歯車
７のスラスト位置規制となる。
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【００４８】
　先幕調整歯車６、後幕調整歯車７は、先幕駆動バネ８、後幕駆動バネ９により、回転方
向の付勢力を受けるとともに、スラスト方向の付勢力により上地板３へ押し付けられてい
る。また、先幕調整歯車６の穴６ａ、後幕調整歯車７の穴７ａは、それぞれ、先幕軸１ｄ
、後幕軸１ｅと嵌合している。
【００４９】
　次に、先幕調整歯車６、後幕調整歯車７にかかる力について、図５を参照しながら説明
する。図５は、図４中から後幕調整歯車７及び後幕駆動バネ９を抜き出した図である。
【００５０】
　後幕駆動バネ９は、図３に示されるバネかけ穴７ｂを貫通して、後幕調整歯車７にかけ
られている。したがって、後幕調整歯車７には、後幕駆動バネ９による力Ｆがかかってい
る。図５において、力Ｆは、後幕調整歯車７の右端にかかる。穴７ａと後幕軸１ｅは、所
定の嵌合ガタをもって嵌合している。このため、力Ｆにより、点７ｃを支点とするモーメ
ントＭが後幕調整歯車７にかかっている。
【００５１】
　なお、本実施例では後幕調整歯車７について具体的に説明したが、先幕調整歯車６につ
いても同様である。
【００５２】
　また、先幕調整歯車６のスラスト方向は先幕受け面３ａで受けられており、後幕調整歯
車７のスラスト方向は後幕受け面３ｂで受けられている。したがって、モーメントＭを、
先幕調整歯車６については先幕受け面３ａと接する面と穴６ａとで分担して支え、後幕調
整歯車７については後幕受け面３ｂと接する面と穴７ａとで分担して支えることになる。
【００５３】
　先幕受け面３ａは、先幕内側受け面３ａ１と先幕外側受け面３ａ２の２箇所の受け面か
らなる。一方、後幕受け面３ｂは、先幕内側受け面３ａ１と同等形状の一箇所のみである
。このように、先幕受け面３ａの面積は、後幕受け面３ｂの面積より大きい。このため、
前述のモーメントＭによって穴６ａにかかる力は、穴７ａにかかる力より小さい。すなわ
ち、先幕駆動バネ８による先幕調整歯車６の傾きより後幕駆動バネ９による後幕調整歯車
７の傾きの方が大きくなるように、上地板３は先幕調整歯車６および後幕調整歯車７を受
ける。
【００５４】
　先幕調整歯車６、後幕調整歯車７は合成樹脂で成形されている。このため、これらの調
整歯車は、力を受けつづけると、経時変化により少しずつ変形する。この変形が起きると
、駆動バネのプリチャージ位置が変化するため、幕速は遅くなる方向に変化する。
【００５５】
　前述のように、先幕受け面３ａの面積は、後幕受け面３ｂの面積より大きい。このとき
、先幕調整歯車６の穴６ａが受ける力は、後幕調整歯車７の穴７ａが受ける力に比べて小
さい。このため、先幕調整歯車６の変形量は、後幕調整歯車７の変形量より小さくなる。
この結果、先幕速の遅延量は後幕速の遅延量より小さくなり、経時変化による幕閉じの発
生を抑制することができる。
【実施例２】
【００５６】
　次に、本発明の実施例２について、図６を参照しながら説明する。
【００５７】
　本実施例の基本的構成は、前述の実施例１の構成と同一である。このため、図６におい
ては、図４に示した構成と同一部材には同一符号を付け、それらの構成についての説明を
省略する。また、図１～図３に示される構成は、本実施例についても適用される。さらに
、本実施例におけるシャッタユニットの動作は実施例１と同一であるため、この動作につ
いての説明を省略する。
【００５８】
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　本実施例において、上地板１５は、実施例１の上地板３に相当する部材である。実施例
１と同様に、先幕調整歯車６、後幕調整歯車７には、先幕駆動バネ８、後幕駆動バネ９の
回転方向の付勢力により、先幕軸１ｄ、後幕軸１ｅに対して傾かせるモーメントがかかっ
ている。
【００５９】
　本実施例では、先幕受け面１５ａ（第１の面）は先幕調整歯車６の外側のみを受けてい
る（第１の実施例の３ａ２に相当）。このとき、先幕受け面１５ａは、先幕調整歯車６の
外縁を支持している。
【００６０】
　一方、後幕受け面１５ｂ（第２の面）は後幕調整歯車７の内側のみを受けている（第１
の実施例の３ｂに相当）。このとき、後幕受け面１５ｂは、後幕調整歯車７の内縁を支持
している。
【００６１】
　実施例１と同様に、このモーメントを、先幕調整歯車６については先幕受け面１５ａと
接する面と穴６ａとで分担して支え、後幕調整歯車７については後幕受け面１５ｂと接す
る面と穴７ａとで分担して支える。
【００６２】
　先幕受け面１５ａは先幕調整歯車６の外縁を支持し、後幕受け面１５ｂは後幕調整歯車
７の内縁を支持している。このため、先幕受け面１５ａと先幕軸１ｄとの距離は、後幕受
け面１５ｂと後幕軸１ｅとの距離より大きく、前述のモーメントによって穴６ａにかかる
力は、穴７ａにかかる力より小さい。すなわち、先幕駆動バネ８による先幕調整歯車６の
傾きより後幕駆動バネ９による後幕調整歯車７の傾きの方が大きくなるように、上地板１
５は先幕調整歯車６および後幕調整歯車７を受ける。
【００６３】
　したがって、実施例１と同様に、先幕調整歯車６の穴６ａが受ける力は、後幕調整歯車
７の穴７ａが受ける力に比べて小さい。このため、先幕調整歯車６の変形量は、後幕調整
歯車７の変形量より小さくなる。その結果、先幕速の遅延量は後幕速の遅延量より小さく
なるため、経時変化による幕閉じの発生を抑制することができる。
【実施例３】
【００６４】
　次に、本発明の実施例３について、図７を参照しながら説明する。
【００６５】
　本実施例の基本的構成は、前述の実施例１及び実施例２と同一である。このため、図７
においては、図４、図６に示される構成と同一部材には同一符号を付け、それらの構成に
ついての説明を省略する。また、図１～図３の構成は、本実施例についても適用される。
さらに、本実施例のシャッタユニットの動作は実施例１の動作と同じであるため、この動
作についての説明を省略する。
【００６６】
　本実施例において、上地板１６は、実施例１の上地板３又は実施例２の上地板１５に相
当する部材である。実施例１及び実施例と同様に、先幕調整歯車１７、後幕調整歯車１８
には、先幕駆動バネ８、後幕駆動バネ９の回転方向の付勢力により、先幕軸１ｄ、後幕軸
１ｅに対して傾かせるモーメントがかかっている。本実施例において、先幕受け面１６ａ
（第１の面）及び後幕受け面１６ｂ（第２の面）は、同一形状を有している。
【００６７】
　本実施例では、先幕調整歯車１７、後幕調整歯車１８の材質という点で、実施例１及び
実施例２とは異なっている。実施例１及び実施例２の各調整歯車はいずれも合成樹脂で構
成されているのに対し、本実施例の後幕調整歯車１８は合成樹脂で構成され、先幕調整歯
車１７は金属で構成されている。
【００６８】
　また、本実施例では、実施例１及び実施例２と同様に、前述のモーメントによる力が穴
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１７ａ、穴１８ａにかかっている。
【００６９】
　後幕調整歯車１８は合成樹脂で成形されているため、後幕調整歯車１８は、力を受け続
けると経時変化により少しずつ変形する。一方、先幕調整歯車１７は金属からなるため、
力を受けてもほとんど変形しない。このため、先幕速の遅延量は後幕速の遅延量より小さ
くなり、経時変化による幕閉じの発生を抑制することができる。
【００７０】
　本実施例では、先幕調整歯車１７は金属製であり、後幕調整歯車１８は合成樹脂製であ
るとして説明したが、これに限定されるものではない。例えば、先幕調整歯車１７、後幕
調整歯車１８がいずれも合成樹脂製である場合でも、先幕調整歯車１７を後幕調整歯車１
８より変形しにくい材質で形成することにより、上述と同様の効果を得ることができる。
【００７１】
　上記各実施例におけるフォーカルプレーンシャッタ及び撮像装置によれば、経時変化に
よる幕速変化が生じた場合でも、先幕速の遅延量を後幕速の遅延量より小さくすることが
できる。このため、経時変化による幕閉じの発生を抑制することが可能となる。
【００７２】
　　以上、本発明の実施例について具体的に説明した。ただし、本発明は上記実施例とし
て記載された事項に限定されるものではなく、本発明の技術思想を逸脱しない範囲内で適
宜変更が可能である。
【図面の簡単な説明】
【００７３】
【図１】本発明の実施例におけるフォーカルプレーンシャッタの羽根走行前待機状態を示
す平面図である。
【図２】本発明の実施例におけるフォーカルプレーンシャッタの羽根走行完了状態を示す
平面図である。
【図３】本発明の実施例におけるフォーカルプレーンシャッタの駆動バネ調整機構を示す
平面図である。
【図４】本発明の実施例１におけるフォーカルプレーンシャッタについて、図１の左方向
から見た要部断面図である。
【図５】本発明の実施例１におけるフォーカルプレーンシャッタの調整歯車にかかる力を
示す要部断面図である。
【図６】本発明の実施例２におけるフォーカルプレーンシャッタについて、図１の左方向
から見た要部断面図である。
【図７】本発明の実施例３におけるフォーカルプレーンシャッタについて、図１の左方向
から見た要部断面図である。
【図８】本発明の実施例における一眼レフ撮像システムの概略構成図である。
【符号の説明】
【００７４】
１　シャッタ地板
１ａ　アパーチャ
１ｂ　先幕長穴
１ｃ　後幕長穴
１ｄ　先幕軸（第１の軸）
１ｅ　後幕軸（第２の軸）
１ｆ　先幕羽根回転軸
１ｇ　後幕羽根回転軸
１ｈ　先幕緊定レバー軸
１ｉ　後幕緊定レバー軸
１ｊ　先幕緊定ストッパー軸
１ｋ　後幕緊定ストッパー軸
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１ｌ　チャージレバー軸
２　カバー板
３，１５，１６　上地板
３ａ，１５ａ，１６ａ　先幕受け面（第１の面）
３ａ１　先幕内側受け面
３ａ２　先幕外側受け面
３ｂ，１５ｂ，１６ｂ　後幕受け面（第２の面）
４　先幕駆動レバー（先幕駆動部材）
５　後幕駆動レバー（後幕駆動部材）
４ａ，５ａ　軸受
４ｂ，５ｂ　羽根駆動ピン
４ｃ，５ｃ　バネかけ軸
４ｄ，５ｄ　コロ軸
４ｅ，５ｅ　コロ
４ｆ，５ｆ　被係止部
４ｇ　先幕羽根群
５ｇ　後幕羽根群
６，１７　先幕調整歯車（先幕調整部材）
７，１８　後幕調整歯車（後幕調整部材）
６ａ，７ａ，１７ａ，１８ａ　穴
６ｂ，７ｂ　バネかけ穴
８　先幕駆動バネ
９　後幕駆動バネ
１０　先幕ウォーム
１１　後幕ウォーム
１２　先幕緊定レバー
１３　後幕緊定レバー
１４　チャージレバー
１４ａ　被押動部
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【図８】

【図１】
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【図２】

【図３】
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【図４】
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【図５】
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【図６】



(16) JP 5455341 B2 2014.3.26

【図７】
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