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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】撮影者の体格や撮影ポジションに応じて、ショ
ルダーパッド部の位置を調整可能にする。
【解決手段】撮影装置本体とショルダーパッド部が分割
し、分割面が上下並進・回転移動することで、ショルダ
ーパッド部の位置を調整する。撮影装置を肩に担ぐよう
に具備されたショルダーパッド部を有する撮影装置であ
り、前記ショルダーパッド部と撮影装置本体とは、分割
面により分割され、前記ショルダーパッド部側分割面と
前記撮影装置本体側分割面とが並進可能な並進駆動部を
有し、かつ前記ショルダーパッド部側分割面と前記撮影
装置本体側分割面の角度関係が変化するように回転可能
な回転移動部を有する。
【選択図】図１



(2) JP 2012-95028 A 2012.5.17

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
　撮影装置を肩に担ぐように具備されたショルダーパッド部を有する撮影装置であり、前
記ショルダーパッド部と撮影装置本体とは、分割面により分割され、前記ショルダーパッ
ド部側分割面と前記撮影装置本体側分割面とが並進可能な並進駆動部を有し、かつ前記シ
ョルダーパッド部側分割面と前記撮影装置本体側分割面の角度関係が変化するように回転
可能な回転移動部を有することを特徴とする撮影装置。
【請求項２】
　前記撮影装置の上下方向の分割面が、光軸方向を法線ベクトルとして持つ平面であるこ
とを特徴とする請求項１に記載の撮影装置。
【請求項３】
　前記撮影装置の上下方向の分割面が、光軸方向に対して傾きを持つベクトルを法線ベク
トルとして持つ平面であることを特徴とする請求項１に記載の撮影装置。
【請求項４】
　前記ショルダーパッド部の並進位置・回転位置は、任意の位置に固定可能なことを特徴
とする請求項１乃至請求項３のいずれか１項に記載の撮影装置。
【請求項５】
　前記分割面の回転中心は、ショルダーパッド部の被写体側にあることを特徴とする請求
項１乃至請求項４のいずれか１項に記載の撮影装置。
【請求項６】
　前記撮影装置には、前記ショルダーパッド部を並進する並進駆動部と、前記ショルダー
パッド部を回転する回転駆動部と、前記並進駆動部と前記回転駆動部の駆動を制御する制
御部と、前記並進駆動部と前記回転駆動部への指令指示を行う指令指示部とで構成される
ことを特徴とする請求項１乃至請求項５のいずれか１項に記載の撮影装置。
【請求項７】
　前記指令指示部は、撮影装置を構成するレンズ装置又は、カメラ装置に既設された指令
指示手段であることを特徴とする請求項６に記載の撮影装置。
【請求項８】
　前記ショルダーパッド部には、肩に担ぐ面の対角面に、三脚取付け用ネジ穴を有するこ
とを特徴とする請求項１乃至請求項７のいずれか１項に記載の撮影装置。
【請求項９】
　前記ショルダーパッド部には、レンズを支持するための支持部材を有することを特徴と
する請求項１１乃至請求項８のいずれか１項に記載の撮影装置。
【請求項１０】
　前記撮影装置の撮影装置本体とショルダーパッドの分割面には、中間部材を有し、撮影
装置本体と中間部材の間で回転移動し、中間部材とショルダーパッド部で並進移動するこ
とを特徴とする請求項１乃至請求項９のいずれか１項に記載の撮影装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ショルダーパッドを有し、主に動画を撮影する撮影装置に関するものである
。
【背景技術】
【０００２】
　テレビ放送用カメラや業務用カメラのように、肩で担いで撮影する状況が発生する撮影
装置には、撮影装置底面にショルダーパッドを有している。
【０００３】
　前記ショルダーパッドには、例えば特許文献１のように、カメラアングルに合わせて、
円弧上に回転可能であり、撮影方向前後にも調整可能な機構が搭載されている。
【先行技術文献】
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【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開平８－９８０７０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ところで、撮影装置には、撮影した映像を確認するためのビューファが設けられている
が、撮影者の体格や撮影ポジションに応じて、前記ショルダーパッドと前記ビューファを
覗く撮影者の視線の高さ関係を所望する位置に変更できることが望ましい。しかしながら
、従来例に記載のショルダーパッド部は、ショルダーパッド部を中心に回転し、かつ前後
方向に移動するものなので、ショルダーパッド部と視線の距離は変化しない。
【０００６】
　また、撮影装置には、撮影装置を支えるために、グリップ部を有しているが、下向き撮
影時には、撮影装置の重心が変化し、撮影者のグリップ部に加わる負荷が増すため、負荷
を軽減できることが望ましい。しかしながら、従来例に記載のショルダーパッド部は、シ
ョルダーパッド部を中心に回転するものなので、撮影装置の重心は変化し、グリップ部に
加わる負荷は増すと考えられる。
【０００７】
　そこで、本発明の目的は、上記の問題を解決するため、ショルダーパッド部が撮影装置
本体に対して、回転・上下方向に移動することを可能にした撮影装置を提供することにあ
る。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記目的を達成するために、本発明の撮影装置は、撮影装置を肩に担ぐように具備され
たショルダーパッド部を有する撮影装置であり、前記ショルダーパッド部と撮影装置本体
とは、分割面により分割され、前記ショルダーパッド部側分割面と前記撮影装置本体側分
割面とが並進可能な並進駆動部を有し、かつ前記ショルダーパッド部側分割面と前記撮影
装置本体側分割面の角度関係が変化するように回転可能な回転移動部を有することを特徴
とする。
【０００９】
　本発明の更なる目的又はその他の特徴は、以下、添付の図面を参照して説明される好ま
しい実施形態等によって明らかにされるであろう。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、ショルダーパッド部の位置を調整可能とすることで、撮影者の視線と
肩の高さに合わせた位置に調整でき、かつ、撮影者のグリップに加わる負荷を軽減できる
、といった効果が得られる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本発明の第１の実施形態における撮影形態を示す図である。
【図２】図１におけるＡ－Ａ断面の詳細を示す図である。
【図３】本発明の第１の実施形態における並進調整後の撮影形態を示す図である。
【図４】本発明の第１の実施形態における回転調整後の撮影形態を示す図である。
【図５】本発明の第２の実施形態における撮影形態を示す図である。
【図６】本発明の第３の実施形態における撮影形態を示す図である。
【図７】図６におけるＢ部拡大断面図を示す図である。
【図８】本発明の第４の実施形態における撮影形態を示す図である。
【図９】図８におけるＣ－Ｃ断面の詳細を示す図である。
【図１０】本発明の第４の実施形態におけるブロック図を示す図である。
【図１１】本発明の第４の実施形態におけるフローチャートを示す図である。
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【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下に、本発明の実施形態を添付の図面に基づいて詳細に説明する。
【００１３】
　《第１の実施形態》
　第１の実施形態について、図１～４に示す。
【００１４】
　図１に、本実施形態の撮影形態を示す。カメラ本体３ａとショルダーパッド部１ａは、
図上下方向のショルダーパッド分割面２ａによって分割し、固定されている。撮影者４ａ
は、ショルダーパッド部１ａを肩に載せ、レンズ５ａに具備されるグリップ部６ａを把持
し、ビューファ７内の撮影画像を見て、構図を確認しながら撮影する。
ここで、撮影者の肩と視点の距離に合わせて、ショルダーパッド部１ａの位置を変更する
様子を図２、３に基づいて説明する。図２は、図１のＡ－Ａ断面の拡大図であり、カメラ
本体３ａとショルダーパッド部１ａの連結状態を表している。図３は、撮影者の肩と視線
の高さが、視線－肩高さ８ａから視線－高さ８ｂに変化したことに合わせて、ショルダー
パッド部１ａの高さ調整が終了した際の図である。スライダー１３は、ショルダーパッド
部１ａと一体に固定されている。また、スライドレール１１は、スライドベース１４ａに
一体に固体されている。スライドベース１４ａは、後述する回転移動部を介して、カメラ
本体３ａと連結しており、回転移動部がロックされている場合、カメラ本体３ａとスライ
ドベース１４ａは一体の状態になる。撮影者４ｂがショルダーパッド部１ａの高さを変更
させる場合、まず、スライドロックレバー１０を回して緩める。スライドロックレバー１
０を緩めると、スライドレール１１と接触して固定していたロックコマ１２とスライドレ
ール１１との間に隙間ができ、スライドレール１１と接触しているスライダー１３との摩
擦力が弱まる。前記摩擦力が弱まると、カメラ本体３ａに対して、ショルダーパッド部１
ａが、紙面法線方向のスライド方向にフリーになり、撮影者は、視線－肩高さ８ｂになる
ように、ショルダーパッド部１ａの位置を調整する。位置が決まると、スライドをフリー
にした場合と逆の手順で、スライドロックレバー１０を締めて、ロックコマ１２をスライ
ドレール１１に押し付けて、スライダー１３とスライドレール１１の間に生じる摩擦力を
利用して、カメラ本体３ａとショルダーパッド部１ａの位置を固定する。
次に、撮影者が下向きに撮影する際に、グリップ部６ａに加わる負荷を軽減するために、
ショルダーパッド部１ａを回転する様子を図２、図４にて説明する。図４は、下向き撮影
に合わせて、ショルダーパッド部１ａを回転調整した後の撮影状態を表す。下向き撮影の
際、撮影者４ａは、カメラ本体３ａに固定されているロックボタン支持部２２の内径を摺
動する回転ロックボタン２０を押す。ロックボタン支持部２２には、回転ロックボタン２
０と一体になっているボタン突起２１とロック軸２３が挿入される穴２４が複数開いてい
る。ロック軸２３は、スライドベース１４ａから圧縮バネ２５の力を受けてボタン突起２
１を図面上方向に押している。回転ロックボタン２０が押されると、ボタン突起２１がロ
ック軸２３を押し、ロックボタン支持部２２の穴からロック軸２３が外れる。このとき、
ロック軸２３が固定されているスライドベース１４ａは、軸２６ａと軸受２７を介して、
カメラ本体３ａに対して回転可能となっているため、回転状態がフリーな状態になる。前
述した並進移動部が固定されている場合、スライドベース１４ａは、ショルダーパッド部
１ａとスライドレール１１、スライダー１３を介して一体となっており、スライドベース
１４ａの回転動作に倣って、ショルダーパッド部１ａが回転する。ショルダーパッド部１
ａには、バッテリー等の重量物が含まれているため、レンズ５ａとの重量バランスを調整
することができる。撮影者は、グリップ部６に加わる負荷が最適になるようにショルダー
パッド部１ａの位置を調整し、回転ロックボタン２０を押している状態を解除すると、ロ
ック軸２３がロックボタン支持部２２にある穴２４に挿入され、カメラ本体３ａとスライ
ドベース１４ａ間の回転が固定される。
以上、本実施形態１によれば、撮影者の肩と視線に合わせて、ショルダーパッド部を上下
移動して、所望の位置関係に調整できる。また、下向き撮影時においては、ショルダーパ
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ッド部を回転調整可能とすることにより、撮影者のグリップ部に加わる負荷を軽減できる
。
【００１５】
　《第２の実施形態》
　第２の実施形態について、図５に示す。
【００１６】
　図５は、実施形態１において説明した図１のショルダーパッド分割面２ａが、図中上下
方向に対して、図中左上方向に傾斜しているショルダーパッド分割面２ｂを持つものであ
る。分割面を斜めにすることで、回転ロックボタン２０の回転中心を、より被写体側（図
中右側）に配置することができ、撮影装置の全長を短くすることが可能となる。本実施形
態における、スライド調整、回転調整は、実施形態１と同様である。
【００１７】
　以上、本実施形態２によれば、実施形態１と同様の効果を得ることができ、かつ、ショ
ルダーパッド部の回転中心を被写体側に配置することで、撮影装置の全長を短くすること
が可能になる。
【００１８】
　《第３の実施形態》
　第３の実施形態について、図６、図７に示す。図６は、実施形態２において説明した図
５のレンズ５ａが肩担ぎをしない比較的重いレンズ５ｂとし、三脚撮影する形態を示した
ものである。通常、重いレンズを三脚等で使用する場合、三脚操作のパンやチルト動作で
レンズが不安定にならないように、レンズとカメラの連結を強化するサポーターを介して
、三脚へ固定する。本実施形態は、ショルダーパッド部１ｃがサポーターを兼ねるもので
ある。ショルダーパッド部１ｃは、実施形態１で説明した回転調整機構により、肩担ぎの
状態から１８０°回転してロックされる。ショルダーパッド部１ｃには、肩に担ぐ面と対
角の面に三脚取付けネジ穴３０があり、三脚３１と三脚固定ネジ３２によって連結固定さ
れる。図７は、図６　Ｂ部の拡大断面図である。ショルダーパッド部１ｃには、レンズ支
持台３３とレンズ固定ネジ３４を具備したシャフト３５が図中上下に摺動可能な穴３６が
ある。シャフト３５には、シャフトロックネジ３７を固定するためのネジ穴３８が開いて
いる。また、ショルダーパッド部１ｃには、シャフトロックネジ３７が図中上下方向に移
動可能な長溝３９があり、シャフトロックネジ３７とシャフト３５が一体となって移動す
る。レンズ５ｂとショルダーパッド部１ｃを固定する場合、レンズ支持台３３をレンズ５
ｂ下面に突き当てて、シャフト３５の上下位置を決め、シャフトロックネジ３７を締付け
ることで、シャフト３５の位置を固定する。さらに、レンズ固定ネジ３４をレンズ５ｂに
あるネジ穴４０に締付けることで、レンズ５ｂとショルダーパッド部１ｃが固定される。
【００１９】
　以上、本実施形態３によれば、実施形態１と同様の効果を得るとともに、ショルダーパ
ッド部が回転し、ショルダーパッド部に具備されているレンズ固定ネジによりレンズを固
定することで、三脚撮影時にレンズを安定させることが可能となる。
【００２０】
　《第４の実施形態》
　第４の実施形態について、図８～１１に示す。
【００２１】
　図８に、本実施形態の撮影形態を示す。撮影者４ａは、後述する連結方法によってカメ
ラ本体３ｃと連結しているショルダーパッド部１ｄを肩に載せ、レンズ５ａのグリップ部
６ｂを把持し、ビューファ７内の撮影画像を見て、構図を確認しながら撮影する。また、
グリップ部６ｂには、ショルダーパッド部１ｄの位置を調整するための、ショルダーパッ
ド調整切替えスイッチ５０とシーソースイッチ５１が撮影者４ａの手に届く位置に具備さ
れている。ショルダーパッド調整切替えスイッチ５０は、３つのポジションを切替えるス
イッチで、それぞれに、機能オフ、ショルダーパッド回転オン、ショルダーパッド並進オ
ンの機能が割り振られる。
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【００２２】
　図９は、図８のＣ－Ｃ断面の拡大図であり、カメラ本体３ｃとショルダーパッド部１ｄ
の連結状態を表している。カメラ本体３ｃには、ショルダーパッド回転モータ５２が具備
されており、ショルダーパッド回転モータ５２軸にある回転モータギア５４は、カメラ本
体３ｃの軸受２７を介して回転する軸２６ｂにあるギア５５ａと連結している。軸２６ｂ
は、スライドベース１４ｂへ固定されているため、ショルダーパッド回転モータ５２が回
転すると、カメラ本体３ｃに対して、軸２６ｂを中心にスライドベース１４ｂが回転する
。また、スライドベース１４ｂにはナット部５７、ショルダーパッド部１ｄには、ボール
ネジ部５８が固定され、ナット部５７とボールネジ部５８を組み合わせて使用する。さら
に、スライドベース１４ｂには、スライダー５９ａ、ショルダーパッド部１ｄにはスライ
ダー５９ｂを具備しており、スライダー５９ａとスライダー５９ｂが紙面法線方向へ摺動
する。ショルダーパッド並進モータ５３は、並進モータギア５５とギア５６ｂを介してボ
ールネジ部５８を回転する。ボールネジ部５８が回転すると、スライダー５９ａ、５９ｂ
によって、ナット部５７の回転を抑制しているため、ナット部５７が、紙面法線方向へ移
動する。すなわち、ショルダーパッド並進モータ５３が回転すると、スライドベース１４
ｂに対してショルダーパッド部１ｄが紙面法線方向へ並進移動する。調整位置の固定は、
ギア比が大きいため、モータの回転が止まると、固定状態になる。または、実施形態１に
あるようにスライド部や、軸部を付勢して固定しても良い。
図１０はショルダーパッド部１ｄの調整に関わるブロック図であり、制御部６０、ショル
ダーパッド調整切替えスイッチ５０、ショルダーパッド回転モータ５２、ショルダーパッ
ド並進モータ５３、シーソースイッチ５１から構成される。
ここで、撮影者４ａの肩と視点の距離に合わせて、ショルダーパッド部１ｄの位置を変更
する動作を図１１のフローチャートにもとづき説明する。撮影者が、ショルダーパッド調
整切替えスイッチ５０を、ショルダーパッド回転オンに切替えると、ショルダーパッド回
転モードになる（Ｓ１０１の判断処理）。ショルダーパッド回転モードになると、通常は
、ズームのスピードを指令しているシーソースイッチ５１の回転角度をショルダーパッド
部の回転角度として、制御部６０が指令する（Ｓ１０２）。そして、該指令に基づき、シ
ョルダーパッド回転モータ５２は、ショルダーパッド部１ｄを回転駆動する（Ｓ１０３）
。また、撮影者４ａが、ショルダーパッド調整切替えスイッチ５０をショルダーパッド並
進オンに切替えると、ショルダーパッド並進モードになる（Ｓ１０４の判断処理）。ショ
ルダーパッド並進モードになると、シーソースイッチ５１の回転角度をショルダーパッド
部１ｄの並進距離として、制御部６０が指令する（Ｓ１０５）。そして、該指令に基づき
、ショルダーパッド並進モータ５３は、ショルダーパッド部１ｄを並進駆動する（Ｓ１０
６）。
以上、本実施形態４によれば、実施形態１と同様の効果を得ることができ、さらに、回転
・並進移動をモータ駆動により自動化することが可能となる。
【００２３】
　以上、本発明の好ましい実施形態について説明したが、本発明はこれらの実施形態に限
定されないことはいうまでもなく、その要旨の範囲内で種々の変形及び変更が可能である
。
【符号の説明】
【００２４】
　１　ショルダーパッド部
　２　ショルダーパッド分割面
　３　カメラ本体
５　レンズ
　１０　スライドロックレバー
　２０　回転ロックボタン
　３０　三脚取付けネジ穴
　３３　レンズ支持台
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　３４　レンズ固定ネジ
　５２　ショルダーパッド回転モータ
　５３　ショルダーパッド並進モータ
　６０　制御部
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