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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被写体に対向される撮像レンズを前面に露出させてレンズ装置が収納される筐体と、
　前記撮像レンズを覆う第１の位置と当該撮像レンズを開放する第２の位置とに移動可能
にして前記筐体に取り付けられるレンズカバーと、を備え、
　前記レンズ装置は、前記撮像レンズを含むレンズ系を固定及び／又は移動可能に支持す
ると共に最前部が当該撮像レンズよりも前方に突出するレンズ鏡筒を有し、
　前記筐体の前記前面の前記レンズ装置が収納される部分には、前記レンズ鏡筒の最前部
から前記撮像レンズまでの段差に対応した段部を設け、
　前記レンズカバーには、前記段部内に突出して筐体との間の隙間を無くす庇部を設けた
ことを特徴とする撮像装置。
【請求項２】
　前記筐体は、前面の形状が略四角形をなしており、当該前面の四隅のいずれか１箇所に
前記段部を設け、
　前記レンズカバーは、前記移動方向と直交する方向の長さを前記筐体の長さと略等しく
した略長方形の板体からなり、当該板体の長辺の一方に前記庇部を設けたことを特徴とす
る請求項１記載の撮像装置。
【請求項３】
　前記レンズカバーの内側には、前記筐体の前記段部の底面に回転自在に接触する支持ロ
ーラを設けたことを特徴とする請求項１記載の撮像装置。
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【請求項４】
　前記前記支持ローラは、前記段部の前記底面に配置された前記撮像レンズを両側から挟
む一対の支持ローラからなることを特徴とする請求項１記載の撮像装置。
【請求項５】
　前記レンズ装置の後方に平面表示パネルを配置すると共に、当該レンズ装置の背面に前
期平面表示パネルの背面を直接接触させて支持するようにしたことを特徴とする請求項１
記載の撮像装置。
 
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、撮影レンズを覆う第１の位置と当該撮影レンズを開放する第２の位置との間
に移動可能とされたレンズカバーを備え、撮影時にはレンズカバーを第２の位置に移動し
て撮影レンズを露出させ、非撮影時にはレンズカバーを第１の位置に移動して撮影レンズ
を保護するようにした撮像装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来の、この種の撮像装置としては、例えば、特許文献１に記載されているようなもの
がある。特許文献１には、安定してスムーズな開閉動作が可能であると共に、薄型で本体
部への組付作業が簡単であるスライドカバーとそのスライドカバーを備えた電子機器（以
下、第１の従来例という。）に関するものが記載されている。この第１の従来例に係るス
ライドカバーは、「カバー外板と、上記カバー外板の背面に固定される構造部材と、上記
カバー外板と構造部材との間の空間内に移動可能に位置される保持部材と、上記保持部材
とカバー外板又は構造部材との間に設けられたトグル手段とから成り、上記保持部材には
２つの平行に延びるラックと両端部において上記ラックと同じ方向に延びる案内部とが設
けられ、上記保持部材は保持板と、該保持板に回転自在に支持されると共に互いに噛合し
た偶数個のピニオンギアと、上記偶数個のピニオンギアを間に挟んだ位置で上記保持板に
支持されたガイド体とから成り、上記偶数個のピニオンギアの両端に位置するものが上記
ラックと噛合すると共に、上記ガイド体が上記案内部に摺動自在に係合され、上記保持部
材の移動範囲のほぼ中間の位置で上記トグル手段が保持部材を付勢する方向が反転する」
ことを特徴としている。
【０００３】
　このような構成を有する特許文献１に記載されたスライドカバーによれば、「カバー外
板と該カバー外板の背面に固定される構造部材とに必要な全ての部材が支持されるので、
スライドカバーが取り付けられる本体部側に設ける部材が無く、本体部側にスライドカバ
ーのための部材を配置するスペースを設ける必要が無い。そのため、本体部の小型化が可
能になる。（明細書の段落［００１６］）という効果を得ることができる。
【０００４】
　従来の、この種の撮像装置の他の例としては、例えば、特許文献２に記載されているよ
うなものもある。特許文献２には、カメラ等のレンズを非使用時において保護するための
レンズカバーを開閉するレンズカバー開閉機構（以下、第２の従来例という。）に関する
ものが記載されている。この第２の従来例に係るレンズカバー開閉機構は、「スライド可
能に支持され、該スライド可能方向の両側部分に一対のラック部を有するスライド蓋と、
上記スライド蓋のラック部に対応して噛合された一対のピニオンギアと、上記ピニオンギ
アのうちの一方に回転可能に取り付けられたレバーと、上記レバーを一方向に付勢する付
勢部材とを備えた」ことを特徴としている。
【０００５】
　このような構成を有する特許文献２に記載されたレンズカバー開閉機構によれば、「主
な機構部品を移動するカバーの空間部分に納めることができ、コンパクトな構成のトグル
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式開閉機構を提供することができる。これにより、カメラ等の光学機器自体の大きさを大
きく変化させることなく、レンズカバー開閉機構を筐体内に組み込むことができる。（明
細書の段落［００２６］）等の効果が期待される。
【０００６】
　また、従来のこの種の撮像装置の第３の例としては、例えば、特許文献３に記載されて
いるようなものもある。特許文献３には、撮像レンズの近傍に被写体を写し出す被写体表
示部を配置し、この被写体表示部をファインダとして使用できるようにしたデジタルカメ
ラ等の撮像装置（以下、第３の従来例という。）に関するものが記載されている。この特
許文献３に記載された撮像装置は、「被写体に対向される撮像レンズの対物レンズが正面
に配設された筐体と、前記対物レンズを覆う位置と開放する位置との間で複数段階に移動
可能にして前記筐体に取り付けられた蓋体と、前記被写体を写し出す被写体表示器と、を
備え、前記蓋体の開放時の第１段階において前記対物レンズが開放され、蓋体の開放時の
第２段階又は第３段階以上において前記被写体表示器が開放されるようにした」ことを特
徴としている。
【０００７】
　このような構成を有する特許文献３に記載された撮像装置によれば、「開放時の第１段
階で通常の撮影が可能になり、開放時の第２段階又は第３段階以上で自己撮影が可能にな
る。そのため、１個の蓋体で対物レンズと被写体表示器の両方を保護できると共に、自己
撮影が可能なカメラの体裁面をすっきりしたものにすることができ、操作性が害されるの
を防ぐことができる（明細書の段落［００７６］）等の効果を得ることができる。
【特許文献１】特開２００５－１１５１０９号公報
【特許文献２】特開２０００－３０５１３１号公報
【特許文献３】特開２００４－１８０１３７号公報
【０００８】
　しかしながら、前述した第１及び第２の従来例においては、いずれの場合においても、
レンズカバーを開閉動作させるためにギア機構が設けられており、そのギア機構をレンズ
カバーの内側に配置する構成となっていた。一般に、ギア機構は、使用するギアの強度に
よって伝達できる動力の大きさが異なるため、ある程度の大きさの動力を伝達するために
は、ギアの厚みをある程度大きく確保する必要があった。そのため、ギア機構が内蔵され
るレンズカバーの厚みが厚くなり、撮像装置全体の薄型化を図ることができないという不
十分な点があった。
【０００９】
　また、前述した第３の従来例においては、蓋体の内面に複数の半球状凸部を設けると共
に、各半球状凸部には不織布によってリング状に形成された異物除去部材を装着し、その
異物除去部材を筐体の前面に摺動接触させる構成となっていた。そのため、この第３の従
来例の場合においても、前述した第１及び第２の従来例と同様に、レンズカバーの厚みが
厚くなり、撮像装置全体の薄型化を図ることができないという不十分な点があった。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　解決しようとする問題点は、従来の撮像装置では、レンズカバーの厚みが厚くなり、装
置全体が大型化され、撮像装置全体の薄型化、小型化を図ることができない、という点で
ある。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明の撮像装置は、被写体に対向される撮像レンズを前面に露出させてレンズ装置が
収納される筐体と、撮像レンズを覆う第１の位置と撮像レンズを開放する第２の位置とに
移動可能にして筐体に取り付けられるレンズカバーと、を備え、レンズ装置は、撮像レン
ズを含むレンズ系を固定及び／又は移動可能に支持すると共に最前部が撮像レンズよりも
前方に突出するレンズ鏡筒を有し、筐体の前面のレンズ装置が収納される部分には、レン
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ズ鏡筒の最前部から撮像レンズまでの段差に対応した段部を設け、レンズカバーには、段
部内に突出して筐体との間の隙間を無くす庇部を設けたことを最も主要な特徴とする。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明の撮像装置によれば、レンズ装置が収納される筐体の前面には、レンズ鏡筒の最
前部から撮像レンズに至るまでの段差に対応した段部を設ける構成としたため、レンズカ
バーの薄型化・軽量化を図ることが可能となった。しかも、筐体の下部よりも上部を薄く
して撮像装置全体を意匠的に見栄えを良くし、スマートに見せつつ、安定感を使用者にア
ピールすることができる。そのため、使い勝手に優れていると共に、装置全体の小型化、
軽量化に寄与し得る撮像装置を提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　筐体の前面のレンズ装置が収納される部分にレンズ鏡筒の最前部から撮像レンズまでの
段差に対応した段部を設け、その段部内に突出して筐体との間の隙間を無くす庇部をレン
ズカバーに設けることにより、意匠的にも優れ、使い勝手の良い撮像装置を、簡単な構成
によって実現した。
【００１４】
　以下、本発明の実施の形態を、添付図面を参照して説明する。図１～図３３は、本発明
の実施の形態の例を説明するものである。即ち、図１は本発明の撮像装置の第１の実施の
例を示すデジタルスチルカメラの分解斜視図、図２はレンズ装置と平面表示パネル等を背
面側から見た斜視図、図３は筐体とレンズカバー等を分解した斜視図、図４はレンズカバ
ーで撮像レンズを覆ったデジタルスチルカメラの正面側から見た斜視図、図５はレンズカ
バーを移動させて撮像レンズを露出した斜視図、図６は背面図、図７は平面図、図８は横
断面図である。
【００１５】
　図９は本発明の撮像装置に係るレンズ装置の第１の実施の例を正面側から見た斜視図、
図１０は背面側から見た斜視図、図１１は撮像レンズの面方向に断面した縦断面図、図１
２は撮像レンズの面方向と直交する方向に断面した縦断面図、図１３はレンズ系の説明図
、図１４は分解斜視図、図１５はレンズ装置の手ぶれ補正装置の斜視図、図１６は筐体の
フロントケースの正面図、図１７はフロントケースを背面から見た斜視図、図１８はレン
ズカバーの背面図、図１９はレンズカバーでフロントケースの撮像レンズ用開口穴を開放
した状態を示す斜視図、図２０は撮像レンズ用開口穴を覆った状態を示す斜視図である。
【００１６】
　図２１は本発明の撮像装置に係るアーム部材の第１の例を示す斜視図、図２２はガイド
部材の斜視図、図２３はフロントケースにガイド部材を装着した状態の背面図、図２４は
更にアーム部材を取り付けた状態の背面図、図２５は撮像レンズ用開口穴を開放した状態
の斜視図、図２６は撮像レンズ用開口穴を閉鎖した状態の斜視図、図２７はフロントケー
スの平面図、図２８はフロントケースの底面図、図２９Ａ，Ｂは左側面図及び右側面図、
図３０は図２４のＥ－Ｅ線断面図、図３１Ａ，Ｂは撮像レンズ部分で断面したレンズカバ
ー等の説明図、図３２Ａ，Ｂ，Ｃはレンズカバーのブラケット部分で断面したレンズカバ
ー等の説明図、図３３Ａ，Ｂ，Ｃはフロントケースの形状の説明図である。
【００１７】
　図１～図８に示すデジタルスチルカメラ１は、本発明の撮像装置の第１の実施の例を示
すものである。このデジタルスチルカメラ１は、情報記録媒体として半導体記録メディア
を使用し、被写体からの光学的な画像をＣＣＤ（固体撮像素子）で電気的な信号に変換し
て、半導体記録メディアに記録したり、液晶ディスプレイ等の表示装置である平面表示パ
ネル２に表示できるようにしたものである。
【００１８】
　このデジタルスチルカメラ１は、図１等に示すように、筐体３と、被写体の像を光とし
て取り込んで撮像手段としてのＣＣＤ４に導くレンズ装置５と、ＣＣＤ４から出力される
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映像信号に基づいて画像を表示する液晶ディスプレイ等からなる表示装置である平面表示
パネル２と、レンズ装置５の動作や平面表示パネル２の表示等を制御する制御装置６と、
レンズ装置５の撮像レンズ７を開閉するレンズカバー８と、図示しないバッテリー電源等
を備えて構成されている。
【００１９】
　筐体３は、横長とされた偏平の容器からなり、前後方向に重ね合わされたフロントケー
ス１０及びリアケース１１と、このフロントケース１０とリアケース１１とで形成された
空間部を前後に仕切るメインフレーム１２等によって構成されており、フロントケース１
０の前面に上下方向へスライド可能にレンズカバー８が取り付けられている。
【００２０】
　フロントケース１０は、図１６及び図１７等に示すように、横方向に長く形成された略
長方形をなす底の浅い容器体からなる。即ち、フロントケース１０は、略長方形をなす正
面部１０ａと、この正面部１０ａの上下に連続されると共に９０度立ち上げられた上面部
１０ｂ及び下面部１０ｃと、正面部１０ａの左右並びに上面部１０ｂ及び下面部１０ｃの
上下に連続されると共に９０度立ち上げられた左右の側面部１０ｄ，１０ｅとを有してい
る。フロントケース１０の正面部１０ａには、上下方向に延在された複数（本実施例では
４つ）の開口部１４ａ，１４ｂ，１４ｃ，１４ｄが設けられている。４つの開口部１４ａ
～１４ｄは、正面部１０ａの上下方向の略中間部において左右方向へ適宜な間隔をあけて
配置されている。
【００２１】
　更に、フロントケース１０の正面部１０ａの各開口部１４ａ～１４ｄの側方には、上下
方向に延在された突条部１５ａ，１５ｂ，１５ｃ，１５ｄが設けられている。これらの突
条部１５ａ～１５ｄは、これらでレンズカバー８側の部材を支持することにより、正面部
１０ａの表面がレンズカバー８側の部材で擦られて傷付けられるのを防止するために設け
たものである。各突条部１５ａ～１５ｄは、円弧状の膨出部からなり、その頂上部にレン
ズカバー８側の部材が摺動可能に線接触される。また、フロントケース１０の正面部１０
ａは、横方向の中間部を少々円弧状に膨出させることによってシリンドリカルな曲面とし
て形成されている。
【００２２】
　このフロントケース１０の正面部１０ａの右側上部には、レンズ装置５の撮像レンズ７
を露出させるためのレンズ用開口穴１６と、フラッシュ装置１７の発光部１７ａを露出さ
せるためのフラッシュ用開口穴１８と、オートフォーカス機構の発光・受光部を露出させ
るための開口穴１９と、後述する支持ローラを逃がすためのローラ用開口穴２０とが設け
られている。レンズ用開口穴１６は、正面部１０ａの右側上角部の近傍に設定されており
、その内側において周縁を囲うように上から順に、フラッシュ用開口穴１８と開口穴１９
とローラ用開口穴２０が配置されている。これらの開口穴１６，１８，１９，２０に関連
して正面部１０ａの右側上部には、その表面を他の部分の表面よりも１段低くした段部２
１が設けられている。
【００２３】
　フロントケース１０の正面部１０ａの段部２１は、レンズ装置５の撮像レンズ７側の形
状に対応させて設けたものである。この段部２１の大きさは、レンズカバー８の移動量と
発光部１７ａの大きさに対応しており、横長の略四角形をなす凹部として形成されている
。この段部２１には、その底面部にレンズ用開口穴１６と開口穴１９の全体が開口され、
また、フラッシュ用開口穴１８の大部分がその底面部に開口されている。フラッシュ用開
口穴１８の一部とローラ用開口穴２０の全体は、正面部１０ａの表面と段部２１の底面部
とを連続する傾斜した斜面部２１ａ，２１ｂに開口されている。更に、段部２１の斜面部
２１ｂには、第１の開口部１４ａの上部と第２の開口部１４ｂの上部が到達しており、そ
の第１の開口部１４ａの上部には、支持ローラを逃がすための切欠き１４ｅが設けられて
いる。
【００２４】
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　フロントケース１０の上面部１０ｂには、スイッチホルダ２３を挟持するために円弧状
に切り欠かれた上切欠き部２４ａが設けられている。更に、下面部１０ｃには、三脚用ネ
ジ穴を露出させるための第１の下切欠き部２４ｂと、外部の電子機器等と電気的に接続す
るためのコネクタを露出させるための第２の下切欠き部２４ｃが設けられている。そして
、左側面部１０ｄには、電源であるバッテリーが収納されるバッテリー収納部を開閉する
蓋体が係合される横切欠き部２４ｄが設けられている。
【００２５】
　フロントケース１０の内面には、ガイド部材２６が固定されて一体的に構成されている
。ガイド部材２６は、図２２に示すような構成を有している。即ち、ガイド部材２６は、
上下方向に延在されたレール部２６ａと、このレール部２６ａの左右方向に連続して複数
箇所に形成された固定部２６ｂと、レール部２６ａの上部に連続して横方向へ突出された
アーム部２６ｃとを有している。レール部２６ａと各固定部２６ｂの間には適当な大きさ
の段差が設けられており、これによりレール部２６ａを所定高さ持ち上げてフロントケー
ス１０との間に隙間を設定している。
【００２６】
　ガイド部材２６のレール部２６ａには、上下方向に延在された２つのガイド溝２７ａ，
２７ｂが上下方向に所定の間隔をあけて設けられている。２つのガイド溝２７ａ，２７ｂ
は、互いに平行とされていると共に、左右方向に少々偏倚させて配置されている。また、
図１７、図２７及び図２８に示すように、アーム部２６ｃの先端はフロントケース１０の
左側面部１０ｄを越えて後方に突出しており、その突出部によって左側の係合片２６ｄが
構成されている。この係合片２６ｄに対応させてフロントケース１０の右側面部１０ｅに
は、上下方向に延在された連結板２８が固定されている。
【００２７】
　連結板２８の長手方向の両端部には係合片２８ａがそれぞれ設けられている。これら２
つの右側係合片２８ａ，２８ａと左側係合片２６ｄを介してリアケース１１がフロントケ
ース１０に対して着脱可能に係合されている。そして、各係合部を固定ネジからなる固着
手段によって締付固定することにより、フロントケース１０とリアケース１１が着脱可能
に組み立てられている。
【００２８】
　フロントケース１０の内面に固定されたガイド部材２６には、アーム部材２９が上下方
向へ摺動可能に係合されている。アーム部材２９は、図２１に示すような構成を有してい
る。即ち、アーム部材２９は、レンズカバー８に固定される固定部２９ａと、この固定部
２９ａに連続して上方に延在された第１のアーム部２９ｂと、固定部２９ａに連続して下
方に延在された第２のアーム部２９ｃと、同じく固定部２９ａに連続して下方に延在され
た付勢片２９ｄと、２つのアーム部２９ｂ，２９ｃが延在する方向と直交する方向に延在
された補助アーム部２９ｅとを有している。
【００２９】
　アーム部材２９の固定部２９ａには、固定ネジが挿通される２つの挿通孔３０ａ，３０
ｂと、捩りバネの一端が掛け止められる掛止め孔３１が設けられている。２つの挿通孔３
０ａ，３０ｂは横方向に所定の間隔をあけて設けられており、第１の挿通孔３０ａの外側
に掛止め孔３１が配置されている。アーム部材２９の第１のアーム部２９ｂの先端部には
一面側に突出する第１の係合ピン３２ａが設けられ、第２のアーム部２９ｃの先端部には
同じく一面側に突出する第２の係合ピン３２ｂが設けられている。第１の係合ピン３２ａ
と第２の係合ピン３２ｂのレンズカバー８が移動する方向の長さＴは、その移動方向のレ
ンズカバー８の長さ（高さ）Ｈよりも長く設定されている。
【００３０】
　アーム部材２９の付勢片２９ｄは、アーム部材２９をガイド部材２６側に付勢するバネ
力を発生させるものである。この付勢片２９ｄの先端には、メインフレーム１２側の部材
に摺動接触される圧接部３３が設けられている。また、補助アーム部２９ｅの先部には、
固定ネジが挿通される第３の挿通孔３０ｃが設けられている。このような構成を有するア
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ーム部材２９はフロントケース１０の内側に配置されており、その位置でレンズカバー８
に連結されて一体的にスライド可能とされている。
【００３１】
　フロントケース１０と後述するリアケース１１及びガイド部材２６とアーム部材２９の
材質としては、例えば、ステンレス鋼等の金属が好適であるが、その他の金属を用いるこ
とができることは勿論のこと、金属以外にもエンジニアリングプラスチック等を用いるこ
ともできる。特に、アーム部材２９の場合には、バネ性に優れた板バネを用いることが最
も好ましい実施の形態である。
【００３２】
　レンズカバー８は、図３及び図３１、図３２等に示すような構成を有している。即ち、
レンズカバー８は、化粧板３５と接着シート３６とフレーム３７と払拭部材３８等を備え
て構成されている。化粧板３５は、横長とされた偏平の板体からなり、略長方形をなす正
面部３５ａと、この正面部３５ａの四辺を囲う枠体部３５ｂを有している。そして、正面
部３５ａの下辺には、長手方向に連続されたスカート状の操作部８ａが設けられている。
化粧板３５の操作部８ａは、図４及び図５に示すように、装飾性を高める働きをなすと共
に、レンズカバー８をスライド動作させるためのノブ或いは取手のような働きも有するも
のである。
【００３３】
　化粧板３５の枠体部３５ｂの上辺には、フロントケース１０の段部２１側に突出してフ
ロントケース１０との間の隙間を無くす庇部３９が設けられている。この庇部３９は、フ
ロントケース１０の段部２１の形状に対応した形状とされている。即ち、レンズカバー８
で撮像レンズ７を覆う第１の位置からその撮像レンズ７を開放する第２の位置まで移動す
る間、その庇部３９が段部２１内を移動することにより、その庇部３９でフロントケース
１０の段部２１との間の隙間を解消し得る形状となっている。
【００３４】
　更に、図３及び図１８等に示すように、化粧板３５の庇部３９の内側には、２つの支持
ローラ４０，４０が回転自在に支持されている。２つの支持ローラ４０，４０は、フロン
トケース１０の段部２１におけるレンズカバー８のたおれを防止するもので、段部２１の
底面部に転がり接触してレンズカバー８の姿勢変化を防止する働きを行う。２つの支持ロ
ーラ４０，４０は、レンズ用開口穴１６を跨ぐように左右対称に設けられている。各支持
ローラ４０は、中心部を貫通する回動軸部を有しており、その回動軸部の両端を回動自在
に支持する軸受部４１が化粧版５に設けられている。
【００３５】
　このような構成を有する化粧板３５の材質としては、軽量化の点よりエンジニアリング
プラスチックが好適であるが、アルミニウム合金その他の金属材料を用いることができる
ことは勿論である。この化粧板３５の正面部３５ａの背面であって枠体部３５ｂの内側に
、フレーム３７と払拭部材３８が収納されている。レンズカバー８のフレーム３７は、接
着シート３６によって化粧板３５の背面に固着されて一体的に構成されている。
【００３６】
　フレーム３７は、図３及び図１８等に示すように、化粧板３５の正面部３５ａよりやや
小さい略長方形をなす板体からなり、その高さ方向の略中間部には、ブラケットの具体例
を示す３つのブラケット片４３ａ，４３ｂ，４３ｃと１つのブラケット凸部４４が設けら
れている。これらのブラケット片４３ａ～４３ｃ及びブラケット凸部４４は、フロントケ
ース１０に設けた４つの開口部１４ａ～１４ｄに対応させて略同様の間隔をあけて設けら
れている。３つのブラケット片４３ａ～４３ｃは、フレーム３７の所定位置をコ字状に切
り欠くと共に、その内側部分をＬ字状に折り曲げて起こすことによって形成されている。
また、ブラケット凸部４４は、化粧板３５の内面に軸状の凸部を立設することによって形
成されている。
【００３７】
　３つのブラケット片４３ａ～４３ｃの先端面及びブラケット凸部４４の端面には、それ
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ぞれネジ孔４５が設けられている。組立時、これら３つのブラケット片４３ａ～４３ｃ及
びブラケット凸部４４は、これらに対応するフロントケース１０の４つの開口部１４ａ～
１４ｄにそれぞれ挿入され、各先端部はフロントケース１０の内側に突出される。図２４
～図２６に示すように、第１のブラケット片４３ａには、止め板４７が固定ネジ４８によ
って固定される。また、第２のブラケット片４３ｂ及び第３のブラケット片４３ｃには、
アーム部材２９の固定部２９ａが固定ネジ４８によってそれぞれ固定される。そして、図
３０に示すように、ブラケット凸部４４には、補助アーム部２９ｅが固定ネジ４８によっ
て固定される。
【００３８】
　この際、アーム部材２９の第１のアーム部２９ｂに設けた第１の係合ピン３２ａは、フ
ロントケース１０の内側に保持されているガイド部材２６の第１のガイド溝２７ａに摺動
可能に係合される。そして、アーム部材２９の第２のアーム部２９ｃに設けた第２の係合
ピン３２ｂは、ガイド部材２６の第２のガイド溝２７ｂに摺動可能に係合される。また、
アーム部２９ｂの掛止め孔３１には、捩りバネ４９の一方の弾性片が係止される。その捩
りバネ４９の他方の弾性片は、フロントケース１０の内面に立設されたバネ受けピン５１
に係止される。この捩りバネ４９は、レンズカバー８のスライド動作にクリック感を与え
ると共に、動作の終端時においてトグル力を作用させる機能を有するものである。
【００３９】
　フレーム３７のブラケット片４３ａ～４３ｃ及びブラケット凸部４４が突出する側の面
には、それらブラケットの近傍に４つの摺動シート５２が設けられている。４つの摺動シ
ート５２は上下方向に延在されていて、接着剤等の固着手段によってフレーム３７に固定
されている。４つの摺動シート５２は、フロントケース１０の正面部１０ａに設けた４つ
の突条部１５ａ～１５ｄと対応する位置に設けられている。摺動シート５２の材質として
は、例えば、ＰＥＴ（ポリエチレンテレフタレート）シートが好適であるが、表面の摩擦
抵抗の低いものであれば、これに限定されるものでないことは勿論である。
【００４０】
　かくして、レンズカバー８の移動時、各突条部１５ａ～１５ｄが摺動シート５２にそれ
ぞれ線状に摺動接触し、これにより摩擦抵抗を減少させ、フロントケース１０の表面に擦
り傷が付くのを防止している。このフレーム３７のブラケット片４３ａ～４３ｃ等が突出
する側の面に、払拭シート３８が接着剤等の固着手段によって固定されている。
【００４１】
　払拭シート３８は、フロントケース１０の表面に軽く接触してその表面に付着している
ゴミやホコリ等を払拭するものである。払拭シート３８は、その外形形状がフレーム３７
の外形形状と略同じ形状とされているが、その内側には、フレーム３７のブラケット片４
３ａ～４３ｃ及びブラケット凸部４４並びに摺動シート５２を露出させるための抜き穴５
３ａ，５３ｂ，５３ｃ，５３ｄ，５３ｅが設けられている。これにより、必要なブラケッ
ト等を貫通させたり、摺動シート５２を露出させたりしながら、払拭シート３８の全面を
フロントケース１０の表面に接触させることができる。そのため、レンズカバー８がスラ
イド動作する際には、払拭シート３８の全面によってフロントケース１０が払拭されるこ
とになる。
【００４２】
　前記２つの係合ピン３２ａ，３２ｂと２つのガイド溝２７ａ，２７ｂとによって、アー
ム部材２９とガイド部材２６を摺動可能に連結する摺動連結手段が構成されている。この
実施例では、アーム部材２９に２つの係合ピン３２ａ，３２ｂを設け、ガイド部材２６に
２つのガイド溝２７ａ，２７ｂを設けた例について説明したが、これとは逆に、アーム部
材２９にガイド溝を設けて、ガイド部材２６に係合ピンを設ける構成としてもよいことは
勿論である。更に、係合ピン及びガイド溝は共に１つであってもよく、３つ以上設ける構
成としてもよい。また、前記３つのブラケット片４３ａ～４３ｃ及びブラケット凸部４４
と、フロントケース１０に設けた開口部１４ａ～１４ｄと、アーム部材２９及びガイド部
材２６と、摺動連結手段によってカバー移動機構が構成されている。
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【００４３】
　かくして、図４、図２０、図２４及び図２６に示すように、レンズカバー８が上部の第
１の位置にあるときには、撮像レンズ７が完全に閉じられ、これにより撮像レンズ７の保
護を図ることができる。これに対して、図５、図１９及び図２５に示すように、レンズカ
バー８を下部の第２の位置に移動すると、撮像レンズ７が完全に開かれると共に電源スイ
ッチがオンに入力され、これにより撮影が可能となるように構成されている。
【００４４】
　図１、図６及び図８に示すように、リアケース１１には、表示装置である平面表示パネ
ル２の表示面を露出させるための四角形の開口窓６１が設けられている。開口窓６１は、
リアケース１１の背面を大きく開口して設けられており、その内側に平面表示パネル２が
配置されている。平面表示パネル２は、開口窓６１に対応した大きさを有する液晶ディス
プレイと、この液晶ディスプレイの内面に重ね合わされるバックライトの組み合わせから
なる。平面表示パネル２の表示面側にはシール枠６２を介して保護板６３が配置されてお
り、この保護板６３の周縁部が開口窓６１の内面に接触されている。また、図２に示すよ
うに、平面表示パネル２の背面側には、平面表示パネル２を保持するＬＣＤフレーム６４
が配置されている。
【００４５】
　更に、リアケース１１には、各種の操作スイッチが設けられている。操作スイッチとし
ては、機能モード（静止画、動画、再生等）を選択するモード選択ツマミ６５、ズーム操
作を実行するズームボタン６６、画面表示を行う画面表示ボタン６７、各種メニューを選
択するメニューボタン６８、メニューを選択するカーソル等を移動させる方向キー６９、
画面サイズを切り換えたり画面削除を行う画面ボタン７０等が適当な位置に配置されてい
る。また、リアケース１１の平面表示パネル２側の端部にはスピーカ用孔７１が開口され
ていて、その内側にスピーカが内蔵されている。そして、リアケース１１のスピーカ用孔
７１と反対側の端部にはストラップ用の支持金具７２が取り付けられている。
【００４６】
　このリアケース１１とフロントケース１０との間を仕切るメインフレーム１２の前面の
一側部に、ＣＣＤ４を下にして光軸Ｌを上下方向に向けた状態でレンズ装置５が収納され
ている。そして、メインフレーム１２には、配線基板上に所定のマイクロコンピュータ、
抵抗やコンデンサその他の電子部品等を搭載することによって形成された制御装置６と、
フラッシュ装置７４等が取り付けられている。
【００４７】
　制御装置６は、レンズ装置５と横並びに配置されており、これらの上方にフラッシュ装
置７４が配置されている。フラッシュ装置７４は、フロントケース１０の前面に露出され
る発光部７４ａと、その発光部７４ａを駆動制御する駆動部７４ｂと、その駆動部７４ｂ
に所定の電力を供給するコンデンサ７４ｃ等を備えて構成されている。このフラッシュ装
置７４の発光部７４ａとレンズ装置５の撮像レンズ７が、フロントケース１０の対応する
位置に設けたレンズ用開口穴１６と発光部用開口穴１８とにそれぞれ嵌合されている。
【００４８】
　また、図４、図５及び図７等に示すように、筐体３の上面には、電源をオン・オフさせ
る電源ボタン７５、撮影の開始や停止を実行する撮影ボタン７６、手ぶれが生じたときに
レンズ装置５の像ぶれ補正装置を動作させて像ぶれ補正を実行する手ぶれ補正作動ボタン
７７等が設けられている。更に、筐体３上面の略中央部にはマイクロホン用孔７８が開口
されていて、その内側にマイクロホンが内蔵されている。これら電源ボタン７５と撮影ボ
タン７６と手ぶれ補正動作ボタン７７は、筐体３に装着されるスイッチホルダ７９に取り
付けられている。更に、マイクロホン用孔７８もスイッチホルダ７９に開口されており、
このスイッチホルダ７９に内蔵マイクロホンが固定されている。
【００４９】
　図１、図３及び図９～図１５に示すように、本発明の撮像装置に係るレンズ装置５は、
同一の光軸Ｌ上に複数のレンズを配置した５群レンズを有するレンズ系８１と、このレン
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ズ系８１のレンズを固定し又は移動可能に支持するレンズ鏡筒８２と、レンズ系８１の光
軸Ｌ上に配置されると共にレンズ鏡筒８２に固定された撮像手段の一具体例を示すＣＣＤ
（固体撮像素子）４と、レンズ鏡筒８２に装着されると共にレンズ系８１の像ぶれを補正
する像ぶれ補正装置８３等を備えて構成されている。
【００５０】
　レンズ装置５のレンズ系８１は、図１３に示すように、５組のレンズ群を同一光軸Ｌ上
に配置した５群レンズ８５～８９からなる折り曲げ式レンズとして構成されている。５群
レンズ８５～８９のうち、先端側に位置する１群レンズ８５は、被写体に対向される撮像
レンズである第１のレンズ７と、この撮像レンズ７の被写体と反対側に配置されたプリズ
ム８５Ａと、このプリズム８５Ａに対向される第２のレンズ８５Ｂとによって構成されて
いる。プリズム８５Ａは、断面形状が直角二等辺三角形をなす三角柱体からなり、９０度
回転変位した位置に隣り合う２つの面の一方に撮像レンズ７が対向され、他方の面に第２
のレンズ８５Ｂが対向されている。
【００５１】
　この１群レンズ８５では、撮像レンズ７を透過して一面からプリズム８５Ａに入射した
光は、光軸Ｌに対して４５度に傾斜した反射面で反射されて進行方向が９０度折り曲げら
れ、他面から出射されて第２のレンズ８５Ｂを透過して、光軸Ｌに沿って２群レンズ８６
に向かって進行する。２群レンズ８６は、第３のレンズ８６Ａと第４のレンズ８６Ｂとの
組み合わせからなり、光軸Ｌ上を移動可能に構成されている。２群レンズ８６を透過した
光は、３群レンズ８７に入射される。
【００５２】
　３群レンズ８７は、レンズ鏡筒８２に固定される第５のレンズからなっている。３群レ
ンズ８７の後方には、第６のレンズからなる４群レンズ８８が配置されている。この４群
レンズ８８と３群レンズ８７の間には、レンズ系８１を通過する光の量を調整可能な絞り
機構９０が配置されている。４群レンズ８８は、光軸Ｌ上を移動可能に構成されている。
４群レンズ８８の後方には、第７のレンズ８９Ａと後述する補正レンズ８９Ｂとからなる
５群レンズ８９が配置されている。５群レンズ８９のうち、第７のレンズ８９Ａはレンズ
鏡筒８２に固定されており、この第７のレンズ８９Ａの後方に補正レンズ８９Ｂが移動可
能に配置され、更に、補正レンズ８９Ｂの後方にＣＣＤ４が配置されている。
【００５３】
　２群レンズ８６と４群レンズ８８は、それぞれ別個独立に光軸Ｌに沿って光軸方向へ移
動可能とされている。この２群レンズ８６と４群レンズ８８を所定方向へ移動させること
により、ズーム調整とフォーカス調整を行うことができる。即ち、ズーム時には、２群レ
ンズ８６と４群レンズ８８をワイド（広角）からテレ（望遠）まで移動することによって
ズーム調整が実行される。また、フォーカス時には、４群レンズ８８をワイド（広角）か
らテレ（望遠）まで移動することによってフォーカス調整を実行することができる。
【００５４】
　ＣＣＤ４はＣＣＤ用アダプタに固定されており、このＣＣＤ用アダプタを介してレンズ
鏡筒８２に取り付けられている。ＣＣＤ４の前側には光学フィルタ９１が配置されており
、この光学フィルタ９１と第７のレンズ８９Ａとの間に、補正レンズ８９Ｂを有する像ぶ
れ補正装置８３が配設されている。後に説明する像ぶれ補正装置８３は、レンズ系８１の
振動等による撮影画像のぶれを補正するためのものである。補正レンズ８９Ｂは、通常の
状態では、その光軸をレンズ系８１の光軸Ｌと一致させるように取り付けられている。そ
して、カメラ本体の振動等によってＣＣＤ４の結像面に像ぶれが生じたときに、像ぶれ補
正装置８３が補正レンズ８９Ｂを光軸Ｌと直交する２方向（第１の方向Ｘ及び第２の方向
Ｙ）に移動させて結像面の像ぶれを補正するようにしている。
【００５５】
　このような構成を有するレンズ系８１を保持するレンズ鏡筒８２は、図９～図１２及び
図１４に示すように、上下方向に重ね合わされて組立結合される上部鏡筒９３と中間鏡筒
９４と下部鏡筒９５とから構成されている。上部鏡筒９３は、正面の上部に開口された開
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口窓９６と、下面に開口された開口部を有する筐体からなる。開口窓９６には１群レンズ
８５の撮像レンズ７が装着され、その前面に装着される化粧板９７により、撮像レンズ７
が上部鏡筒９３に取り付けられている。上部鏡筒９３の内部には、撮像レンズ７の背面に
遮光板９８を介して配置されたプリズム８５Ａと、このプリズム８５Ａの下面に配置され
た第２のレンズ８５Ｂが固定されている。
【００５６】
　この上部鏡筒９３の内部には、レンズ鏡筒８２の上下方向に延在されるレンズ系８１の
光軸Ｌと平行をなす上下方向へ移動可能に第１の移動保持枠１０１が支持されている。第
１の移動保持枠１０１には、上下方向に貫通する貫通穴が設けられており、その貫通穴に
２群レンズ８６が固定されている。第１の移動保持枠１０１は、上部鏡筒９３に取り付け
られたズーム駆動機構１０２により、レンズ系８１の光軸Ｌ方向へ所定範囲内で進退移動
可能に構成されている。
【００５７】
　ズーム駆動機構１０２は、ズーム用モータ１０３と、このズーム用モータ１０３の回転
軸として設けられた送りねじ軸１０４と、この送りねじ軸１０４に係合される送りナット
１０５等を備えて構成されている。ズーム用モータ１０３は、コ字状に形成された第１の
ブラケット１０６に固定されており、その一端に突出した送りねじ軸１０４の両端部が第
１のブラケット１０６によって回動自在に両端支持されている。第１のブラケット１０６
は、固着手段の一具体例を示す複数本（本実施例では２本）の固定ねじ１０７によって上
部鏡筒９３に取り付けられている。
【００５８】
　この第１のブラケット１０６の取付状態において、送りねじ軸１０４には送りナット１
０５が摺動可能に係合されている。送りナット１０５は、そのねじ溝が延在する方向への
移動を規制した状態で第１の移動保持枠１０１に保持されている。更に、第１の移動保持
枠１０１には、光軸Ｌと平行をなす方向に２本のガイド軸１０８ａ，１０８ｂが摺動可能
に貫通されている。両ガイド軸１０８ａ，１０８ｂの一端は上部鏡筒９３に保持されてお
り、他端は中間鏡筒９４に保持されている。
【００５９】
　かくして、ズーム用モータ１０３を駆動すると、送りねじ軸１０４の回転力が送りナッ
ト１０５を介して第１の移動保持枠１０１に伝達される。このとき、所定位置で回転駆動
される送りねじ軸１０４に対して、その軸方向へ送りナット１０５が相対的に移動するこ
とになる。その結果、送りナット１０５と一体的に第１の移動保持枠１０１が移動するこ
とになり、これにより、ズーム用モータ１０３の回転方向に応じて２群レンズ８６が、１
群レンズ８５に近づく方向と３群レンズ８７に近づく方向とに選択的に移動される。この
とき、２群レンズ８６を保持する第１の移動保持枠１０１は、２本のガイド軸１０８ａ，
１０８ｂによって光軸Ｌと平行する方向にガイドされているため、その光軸Ｌ上を精度よ
く移動することができる。
【００６０】
　中間鏡筒９４に固定保持された３群レンズ８７の下方に配置された絞り機構９０は、開
口面積を調整自在とされた羽根部材１１１と、この羽根部材１１１を移動可能に支持する
羽根押え板１１２と、羽根部材１１１を開閉動作させるステップモータ１１３等によって
構成されている。ステップモータ１１３は、モータベース１１４を介して中間鏡筒９４の
上面側部に固定されている。この中間鏡筒９４の下に下部鏡筒９５が重ね合わされ、中間
鏡筒９４の上に上部鏡筒９３が重ね合わされていて、これら３つの鏡筒が、これらを上下
方向に貫通する複数本（本実施例では３本）の固定ねじ１１５により締付固定され、一体
的に組み立てられてレンズ鏡筒８２が構成されている。
【００６１】
　下部鏡筒９５は、上面と側面と下面とに開口された筐体からなり、その内部には、レン
ズ系８１の光軸Ｌと平行である上下方向へ移動可能に第２の移動保持枠１１６が支持され
ている。第２の移動保持枠１１６には、上下方向に貫通する貫通穴が設けられており、そ
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の貫通穴には４群レンズ８８が固定されている。第２の移動保持枠１１６は、下部鏡筒９
５に取り付けられたフォーカス駆動機構１１７により、レンズ系８１の光軸Ｌ方向へ所定
範囲内で進退移動可能に構成されている。
【００６２】
　フォーカス駆動機構１１７は、フォーカス用モータ１１８と、このフォーカス用モータ
１１８の回転軸として設けられた送りねじ軸１１９と、この送りねじ軸１１９に係合され
る送りナット１２０等を備えて構成されている。フォーカス用モータ１１８は、コ字状に
形成された第２のブラケット１２１に固定されており、その一端に突出した送りねじ軸１
１９の両端部が第２のブラケット１２１によって回動自在に両端支持されている。第２の
ブラケット１２１は、固着手段である複数本（本実施例では２本）の固定ねじ１２２によ
って下部鏡筒９５に取り付けられている。
【００６３】
　この第２のブラケット１２１の取付状態において、送りねじ軸１１９には送りナット１
２０が摺動可能に係合されている。送りナット１２０は、そのねじ溝が延在する方向への
移動を規制した状態で第２の移動保持枠１１６に保持されている。更に、第２の移動保持
枠１１６には、光軸Ｌと平行をなす方向に２本のガイド軸１２３（図１１では１本のみを
示す。）が摺動可能に貫通されている。２本のガイド軸１２３の一端は中間鏡筒９４に保
持されており、他端は下部鏡筒９５に保持されている。
【００６４】
　かくして、フォーカス用モータ１１８を駆動すると、送りねじ軸１１９の回転力が送り
ナット１２０を介して第２の移動保持枠１１６に伝達される。このとき、所定位置で回転
駆動される送りねじ軸１１９に対して、その軸方向へ送りナット１２０が相対的に移動す
ることになる。その結果、送りナット１２０と一体的に第２の移動保持枠１１６が移動す
ることになり、これにより、フォーカス用モータ１１８の回転方向に応じて４群レンズ８
８が、３群レンズ８７に近づく方向と５群レンズ８９に近づく方向とに選択的に移動され
る。このとき、４群レンズ８８を保持する第２の移動保持枠１１６は、２本のガイド軸１
２３によって光軸Ｌと平行する方向にガイドされているため、その光軸Ｌ上を精度よく移
動することができる。
【００６５】
　下部鏡筒９５の下面に、ＣＣＤ用アダプタ１２５を介してＣＣＤ４が取り付けられてい
る。ＣＣＤ用アダプタ１２５は、中央部に四角形の開口穴が設けられた板体からなり、そ
の一面に、四角形の枠状に形成されたシールゴム１２６を介してＣＣＤ４が接着剤等の固
着手段によって一体的に固着されている。ＣＣＤ用アダプタ１２５の他方の面には、光学
フィルタ９１が重ね合わされた遮光板１２７が配置されており、これらがフィルタ押え板
１２８で押えられて固定されている。そして、光学フィルタ９１を内側に配置した状態で
、ＣＣＤ用アダプタ１２５が固定ねじ等の固着手段によって下部鏡筒９５に取り付けられ
ている。
【００６６】
　この下部鏡筒９５の側面に開口した開口部１３０に像ぶれ補正装置８３が着脱可能に装
着されている。像ぶれ補正装置８３は、図１４及び図１５に示すような構成を備えて構成
されている。この像ぶれ補正装置８３は、上述した補正レンズ８９Ｂと、この補正レンズ
８９Ｂを支持する第１の移動枠１３１と、この第１の移動枠１３１をレンズ系８１の光軸
Ｌと直交する第１の方向Ｘへ移動可能に支持する第２の移動枠１３２と、この第２の移動
枠１３２を光軸Ｌと直交する方向であって第１の方向Ｘとも直交する第２の方向Ｙへ移動
可能に支持する固定基盤１３３と、第１の移動枠１３１を第１の方向Ｘへ移動させると共
に第２の移動枠５２を第２の方向Ｙへ移動させる駆動手段の一具体例を示すアクチュエー
タ１３４と、補正レンズ８９Ｂの位置を検出する位置検出手段等を備えて構成されている
。
【００６７】
　補正レンズ８９Ｂは、前述したデジタルスチルカメラ１の筐体３に手の震えや揺れが生
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じたときに、そのときの像ぶれ量に対応してその位置を第１の方向Ｘ及び／又は第２の方
向Ｙに移動させて像ぶれを補正するものである。この補正レンズ８９Ｂは、第１の移動枠
１３１に固定されている。第１の移動枠１３１は、補正レンズ８９Ｂが嵌合されるリング
状に形成されたレンズ固定部１３１ａと、このレンズ固定部１３１ａの一側に連続してク
ランク状に折り曲げ形成されると共にヨーク１３６が固定されるヨーク固定部１３１ｂ等
によって構成されている。
【００６８】
　レンズ固定部１３１ａは、補正レンズ８９Ｂの形状に対応した形状を有しており、補正
レンズ８９Ｂが嵌り合う嵌合穴の周縁には、補正レンズ８９Ｂの段部１５ａと係合される
段部と、補正レンズ８９Ｂの二面幅部に対応した二面幅部が設けられている。レンズ固定
部１３１ａの二面幅部の外側には、第１の主軸受部１４１と第１の副軸受部１４２が設け
られている。第１の主軸受部１４１は、第１の方向Ｘに所定の間隔をあけて設けた２つの
軸受片を有しており、両軸受片には第１の主ガイド軸１４３が第１の方向Ｘに貫通されて
いる。第１の主ガイド軸１４３は、一対の軸受片に圧入固定されていて、その両端部が各
軸受片からそれぞれ外側に突出されている。
【００６９】
　第１の副軸受部１４２には側方に開口された軸受溝が設けられており、その軸受溝に第
１の副ガイド軸１４４が摺動可能に係合されている。また、第１の移動枠１３１のヨーク
固定部１３１ｂには、アクチュエータ１３４の一部を構成するヨーク１３６が接着剤や固
定ねじ等の固着手段によって固定されている。ヨーク１３６は、所定間隔あけて平行に対
向された上部片及び下部片と、上下両片間を連結する連結片とからなる。このヨーク１３
６の上部片と下部片のそれぞれ内面には、これらと略同じ大きさを有する長方形をなす偏
平のマグネット１３７，１３７が接着剤等の固着手段によって固定されている。
【００７０】
　これら上下に対向された２つのマグネット１３７，１３７とヨーク１３６とがアクチュ
エータ１３４のための磁気回路を構成している。即ち、１つのヨーク１３６と２つのマグ
ネット１３７，１３７とからなる１組の磁気回路部材が、第１の駆動手段のための磁気回
路と第２の駆動手段のための磁気回路を兼用している。
【００７１】
　第２の移動枠１３２は、第１の移動枠１３１よりも少々幅広の偏平な板体からなる。第
２の移動枠１３２は、第１の移動枠１３１の下に重ね合わせるように対向されて組み立て
られる。第２の移動枠１３２の第１の移動枠１３１の嵌合穴と対応する位置には、同程度
の大きさを有する貫通穴が設けられている。この第２の移動枠１３２の上面に、第１の移
動枠１３１を第１の方向Ｘへ摺動可能に支持するための第２の軸受部が設けられている。
【００７２】
　第２の軸受部は、第１の移動枠１３１に固定された第１の主ガイド軸１４３を摺動自在
に支持する第２の主軸受部１４５と、第１の副ガイド軸１４４を固定支持する第２の副軸
受部１４６とから構成されている。第２の主軸受部１４５は、第２の移動枠１３２に第１
の移動枠１３１を重ね合わせた状態において、第１の主ガイド軸１４３の両端部を支持可
能な位置に設けられている。即ち、第２の主軸受部１４５は、第１の主ガイド軸１４３の
両端部を支持する２つの軸受片からなり、それらの軸受片は第２の移動枠１３２の上面に
上方へ突出するように設けられている。第２の主軸受部１４５の２つの軸受片の軸受孔に
第１の主ガイド軸１４３の両端部がそれぞれ摺動可能に挿通されている。
【００７３】
　また、第２の副軸受部１４６は、第２の移動枠１３２に第１の移動枠５１を重ね合わせ
た状態において、第１の副軸受部１４２と対応する位置に設けられている。即ち、第２の
副軸受部１４６は、第１の副ガイド軸１４４の両端部を支持する２つの軸受片からなり、
それらの軸受片に設けた軸受孔に第１の副ガイド軸１４４の両端部がそれぞれ圧入固定さ
れている。この第１の副ガイド軸１４４が、第１の移動枠１３１の第１の副軸受部１４２
に設けた軸受溝に摺動自在に挿通されている。第１の副ガイド軸１４４と第１の主ガイド
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軸１４３とは、互いの軸心線が平行となるように設定されており、両ガイド軸１４３，１
４４にガイドされて、第１の移動枠１３１が第１の方向Ｘに移動可能に構成されている。
【００７４】
　第２の移動枠１３２の下面には、第２の移動枠１３２を第１の方向Ｘと直交する第２の
方向Ｙへ摺動可能に支持するための第３の軸受部が設けられている。第３の軸受部は、図
１５等において要部のみが現れる第３の主軸受部１４７と第３の副軸受部１４８とから構
成されている。第３の主軸受部１４７は、第２の移動枠１３２の第１の方向Ｘの一方の端
部であって、第２の方向Ｙに所定間隔あけて設けた２つの軸受片からなり、第２の移動枠
５２の下面に下方へ突出するように設けられている。第３の主軸受部１４７の２つの軸受
片には軸受孔がそれぞれ設けられており、それらの軸受孔には第２の方向Ｙに延在された
第２の主ガイド軸１５１の両端部がそれぞれ摺動可能に挿通されている。
【００７５】
　また、第３の副軸受部１４８は、第２の移動枠１３２の第１の方向Ｘの他方の端部の略
中央部に設けられている。この第３の副軸受部１４８には、側方に開口された軸受溝が設
けられている。第３の副軸受部１４８の軸受溝には、第１の方向Ｘと直交する第２の方向
Ｙに延在された第２の副ガイド軸１５２が摺動可能に係合されている。第２の主ガイド軸
１５１及び第２の副ガイド軸１５２は、それぞれ固定基盤１３３に固定されている。この
固定基盤１３３の上に重ね合わせるように対向されて第２の移動枠１３２が組み立てられ
ている。
【００７６】
　固定基盤１３３は、第２の移動枠１３２に対応した大きさを有する移動枠支持部１３３
ａと、この移動枠支持部１３３ａに連続して一体に設けられたコイル固定部１３３ｂ等に
よって構成されている。移動枠支持部１３３ａは、第２の移動枠１３２と略同じ大きさを
有する偏平の板体からなり、この移動枠支持部１３３ａの第１の方向Ｘの一端にコイル固
定部１３３ｂが連続されている。移動枠支持部１３３ａの第２の移動枠１３２の貫通穴と
対応する位置には、同程度の大きさを有する貫通穴が設けられている。この移動枠支持部
１３３ａの上面の第１の方向Ｘの両端部に、第２の移動枠１３２を第２のガイド軸を介し
て第２の方向Ｙへ摺動可能に支持する第４の軸受部が設けられている。
【００７７】
　第４の軸受部は、第１の方向Ｘの一方に配置された第４の主軸受部１５３と第１の方向
Ｘの他方に配置された第４の副軸受部１５４とから構成されている。第４の主軸受部１５
３は、第２の方向Ｙへ適当な間隔をあけて設けた２つの軸受片からなり、移動枠支持部１
３３ａの上面に上方へ突出するように設けられている。第４の主軸受部１５３の２つの軸
受片には軸受孔がそれぞれ設けられており、それらの軸受孔に第２の主ガイド軸１５１の
軸方向中間部の２箇所がそれぞれ圧入されて固定されている。従って、第２の主ガイド軸
１５１の両端部は、２つの軸受片の外側にそれぞれ突出されている。
【００７８】
　この第２の主ガイド軸１５１の両端の突出部に、第２の移動枠１３２に設けた第３の主
軸受部１４７の２つの軸受片がそれぞれ摺動可能に嵌合されている。第３の主軸受部１４
７の２つの軸受片の間隔は、その２つの軸受片の長さに第２の移動枠１３２が第２の方向
Ｙへ移動するために必要な長さを加えた距離だけ離間させて形成されている。従って、固
定基盤１３３の第４の主軸受部１５３に固定された第２の主ガイド軸１５１に対して第２
の移動枠１３２の第３の主軸受部１４７は、２つの軸受片のそれぞれ外側で移動可能に支
持されている。
【００７９】
　また、第４の副軸受部１５４は、第２の方向Ｙへ適当な間隔をあけて設けた２つの軸受
片からなり、移動枠支持部１３３ａの上面に上方へ突出するように設けられている。第４
の副軸受部１５４の２つの軸受片には軸受孔がそれぞれ設けられており、それらの軸受孔
に第２の副ガイド軸１５２がそれぞれ圧入され、その軸方向の両端部にて固定されて両端
支持されている。この第４の副軸受部１５４の２つの軸受片間において、第２の移動枠１
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３２に設けた第３の副軸受部１４８の軸受溝が第２の副ガイド軸１５２に摺動可能に係合
されている。従って、第３の副軸受部１５４は、２つの軸受片間で第２の副ガイド軸１５
２にガイドされて第２の方向Ｙへ所定距離だけ移動可能とされている。
【００８０】
　固定基盤１３３のコイル固定部１３３ｂは、上方に突出する支持壁１５６を有する略四
角形をなす偏平部分からなり、支持壁１５６は第２の方向Ｙの一側に配置されている。コ
イル固定部１３３ｂにはコイル支持台１５７が固定されており、そのコイル支持台１５７
にはコイル組立体１６０が取り付けられている。コイル支持台１５７は、コイル組立体１
６０を所定の高さに保持するために設けたものであり、平面形状がコ字形をなす枠体とし
て形成されている。このコイル支持台１５７は、支持壁１５６に沿わせるようにしてコイ
ル固定部１３３ｂ上に載置され、接着剤や固定ねじ等の固着手段によって固定基盤１３３
に一体的に固定されている。なお、固定基盤１３３の下面には、これをレンズ鏡筒８２に
固定するための取付ボス部１３３ｃが設けられている。
【００８１】
　コイル支持台１５７の上面は平坦面として形成されており、その上面にはフレキ補強板
１６１を位置決めするための２つの位置決め凸部１５７ａ，１５７ａが設けられている。
２つの位置決め凸部１５７ａ，１５７ａは第２の方向Ｙへ所定間隔あけて配置されており
、両位置決め凸部１５７ａ，１５７ａにより位置決めされたフレキ補強板１６１がコイル
支持台１５７の上面に固定されている。フレキ補強板１６１には、上面及び下面に所定の
電気回路が印刷成形されたフレキシブル配線板１６２が粘着テープ等の固着手段によって
固定されている。
【００８２】
　フレキ補強板１６１の上面には、平面的に巻回された偏平コイル１６４が搭載されてお
り、その偏平コイル１６４はフレキシブル配線板８７の上面に設けた所定の配線パターン
と電気的に接続されている。偏平コイル１６４は、図１４に示すように、楕円形をなす２
つのコイル部１６４ａ，１６４ｂを横並びに配置した形状をなしている。２つのコイル部
１６４ａ，１６４ｂは、その幅方向の長さは略同一であるが、長手方向の長さが異なるよ
うに形成されている。２つのコイル部１６４ａ，１６４ｂは、１本のコイル線を巻回する
ことによって形成されていると共に、幅方向に隣り合う長辺側の互いに真っ直ぐに延びた
推力発生部において通電時には同じ方向へ電流が流れるように巻き方向が設定されている
。
【００８３】
　この偏平コイル１６４は、２つのコイル部１６４ａ，１６４ｂの長手方向を第２の方向
Ｙに向けた状態で各コイル部１６４ａ，１６４ｂが、接着剤による固着手段によってフレ
キ補強板１６１に固定されている。これにより、２つのコイル部１６４ａ，１６４ｂに電
流を流すと、マグネット１３７，１３７による磁力が偏平コイル１６４と垂直をなす方向
に作用しているため、フレミングの左手の法則により、第１の方向Ｘに向かう力がマグネ
ット１３７，１３７側に作用することになる。
【００８４】
　また、フレキ補強板１６１の下面には筒状コイル１６５が取り付けられており、その筒
状コイル６５の両端がフレキシブル配線板１６２の下面に設けた所定の配線パターンと電
気的に接続されている。筒状コイル１６５は、全体が長方形の筒体をなすよう中央部に長
方形の空間部を設けると共に、積層方向に所定の厚みができるよう所定量を巻回すること
によって角筒状に形成されている。この筒状コイル１６５は、そのコイル線が延在する方
向を第１の方向Ｘに向けた状態で推力発生部が、接着剤による固着手段によってフレキシ
ブル配線板１６２に固定されている。
【００８５】
　筒状コイル１６５の中央の空間部には、ヨーク１３６の下部片と、これと一体に固着さ
れた下部マグネット１３７が挿入される。これにより、筒状コイル１６５に電流を流すと
、マグネット１３７，１３７による磁力が推力発生部と垂直をなす方向に作用しているた
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め、フレミングの左手の法則により、第２の方向Ｙに向かう力がマグネット１３７，１３
７側に作用することになる。これらフレキ補強板１６１とフレキシブル配線板１６２と偏
平コイル１６４と筒状コイル１６５によってコイル組立体１５８が構成されている。
【００８６】
　また、図示しないが、フレキ補強板１６１の下面には、補正レンズ８９Ｂの位置を検出
するための位置検出手段の一具体例を示す第１のホール素子と第２のホール素子がそれぞ
れ取り付けられている。第１のホール素子は、第１の移動枠１３１を介して補正レンズ８
９Ｂの第１の方向Ｘに関する位置を検出するものである。また、第２のホール素子は、第
２の移動枠１３２を介して補正レンズ８９Ｂの第２の方向Ｙに関する位置を検出するもの
である。第１のホール素子は筒状コイル１６５の一側に配置され、第２のホール素子は筒
状コイル１６５の他側に配置されている。第１のホール素子及び第２のホール素子は、所
定位置においてマグネット１３７の磁力の強さを検出し、その磁力の強さに応じた検出信
号を出力するものである。この２つのホール素子からの検出信号に基づいて制御装置が、
補正レンズ８９Ｂの位置を演算して算出するようにしている。
【００８７】
　このような構成を有する像ぶれ補正装置８３の作用は、次のようなものである。この像
ぶれ補正装置８３の補正レンズ８９Ｂの移動は、フレキシブル配線板１６２を介してアク
チュエータ１３４の偏平コイル１６４と筒状コイル１６５に対して適宜な値の駆動電流を
選択的に又は同時に供給することによって実行される。
【００８８】
　この像ぶれ補正装置８３の偏平コイル１６４と筒状コイル１６５は、フレキ補強板１６
１を介してコイル支持台１５７に固定され、更に、コイル支持台１５７を介して固定基盤
１３３に固定されている。このとき、偏平コイル１６４の推力発生部は第２の方向Ｙに延
在され、筒状コイル１６５の推力発生部は第１の方向Ｘに延在されている。また、ヨーク
１３６の両端に固定された２つのマグネット１３７，１３７が両コイル１６４，１６５の
上下に配置されているため、このヨーク１３６と２つのマグネット１３７，１３７によっ
て形成される磁気回路の磁束は、偏平コイル１６４の推力発生部と筒状コイル１６５の推
力発生部を垂直に透過するように作用する。
【００８９】
　これに対して、ヨーク１３６と２つのマグネット１３７，１３７は、補正レンズ８９Ｂ
を保持する第１の移動枠１３１に固定されている。その補正レンズ８９Ｂは、第１の移動
枠１３１を有する第１のガイド手段によって第２の移動枠１３２に対して第１の方向Ｘへ
移動可能に支持されている。更に、補正レンズ８９Ｂは、第２の移動枠１３２を有する第
２のガイド手段によって固定基盤１３３に対して第２の方向Ｙへ移動可能に支持されてい
る。従って、補正レンズ８９Ｂは、第１のガイド手段と第２のガイド手段の作用により、
所定の範囲内において第１の方向Ｘ及び第２の方向Ｙのいずれの方向に対しても自由に移
動することができる。
【００９０】
　いま、偏平コイル１６４に電流を流すと、その推力発生部が第２の方向Ｙに延在されて
いるため、その推力発生部において電流は第２の方向Ｙに流れる。このとき、磁気回路の
磁束が推力発生部に対して垂直をなす上下方向に作用しているため、フレミングの法則に
より、マグネット１３７，１３７及びヨーク１３６には第１の方向Ｘに向かう力が作用す
る。これにより、ヨーク１３６等が固定された第１の移動枠１３１が第１の方向Ｘに移動
する。その結果、第１の移動枠１３１に保持された補正レンズ８９Ｂが、偏平コイル１６
４に流された電流の大きさに応じて、第１のガイド手段にガイドされて第１の方向Ｘに移
動することになる。
【００９１】
　一方、筒状コイル１６５に電流を流すと、その推力発生部が第１の方向Ｘに延在されて
いるため、その推力発生部において電流は第１の方向Ｘに流れる。このとき、磁気回路の
磁束が推力発生部に対して垂直をなす上下方向に作用しているため、フレミングの法則に
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より、マグネット１３７，１３７及びヨーク１３６には第２の方向Ｙに向かう力が作用す
る。これにより、ヨーク１３６等が固定された第１の移動枠１３１を介して第２の移動枠
１３２が第２の方向Ｙに移動する。その結果、補正レンズ８９Ｂは、筒状コイル１６５に
流された電流の大きさに応じて、第１の移動枠１３１と共に第２の移動枠１３２が第２の
ガイド手段にガイドされて第２の方向Ｙに移動することになる。
【００９２】
　また、偏平コイル１６４と筒状コイル１６５に同時に電流を流すと、上述した偏平コイ
ル１６４による移動動作と筒状コイル１６５による移動動作とが複合的に実行される。即
ち、偏平コイル１６４に流れる電流の作用によって補正レンズ８９Ｂが第１の方向Ｘに移
動すると同時に、筒状コイル１６５に流れる電流の作用によって補正レンズ８９Ｂが第２
の方向Ｙに移動する。その結果、補正レンズ８９Ｂが斜め方向に移動して、レンズ系８１
の像ぶれを補正することになる。
【００９３】
　このような構成及び作用を備えた像ぶれ補正装置８３が、図９～図１４に示すように、
レンズ装置５に取り付けられている。像ぶれ補正装置８３は、レンズ鏡筒８２の下部鏡筒
９５に設けた開口部１３０に側方から出し入れされ、下部鏡筒９５に対して着脱可能に装
着される。図１４に示す符号１７０は、開口部１３０を開閉するカバー部材である。この
カバー部材１７０をレンズ鏡筒８２に装着することにより、像ぶれ補正装置８３を覆うこ
とができる。
【００９４】
　この像ぶれ補正装置８３が装着されたレンズ装置５のレンズ系８１の作用を、図１３を
参照して簡単に説明する。レンズ装置５の撮像レンズ７を被写体に向けると、被写体から
の光が撮像レンズ７からレンズ系８１内に入力される。このとき、撮像レンズ７を透過し
た光はプリズム８５Ａで９０度屈折され、その後、レンズ系８１の光軸Ｌに沿ってＣＣＤ
４に向かって移動する。即ち、プリズム８５Ａで反射されて１群レンズ８５の第２のレン
ズ８５Ｂを出た光は、２群レンズ８６，３群レンズ８７，４群レンズ８８を経て５群レン
ズ８９の第７のレンズ８９Ａ及び補正レンズ８９Ｂを透過し、光学フィルタ９１を経てＣ
ＣＤ４の結像面に到達し、その結像面に被写体に対応した画像が結像される。
【００９５】
　この場合、撮影時において、レンズ装置５に手ぶれや振動が生じていないときには、被
写体からの光は、実線で示す光２００Ａのように、１群レンズ～５群レンズのそれぞれ中
心部を光軸Ｌに沿って移動するため、ＣＣＤ４の結像面において所定位置に像を結ぶこと
になり、像ぶれを生ずることなく綺麗な画像を得ることができる。
【００９６】
　一方、撮影時において、レンズ装置５に手ぶれや振動が発生すると、被写体からの光は
、一点鎖線で示す光２００Ｂか又は破線で示す光２００Ｃのように、傾いた状態で１群レ
ンズに入力されることになる。そのような入射光２００Ｂ，２００Ｃは、１群レンズ～５
群レンズのそれぞれにおいて、光軸Ｌからずれた状態で透過することになるが、その手ぶ
れ等に応じて補正レンズ８９Ｂを所定量移動させることにより、その手ぶれ等を補正する
ことができる。これにより、ＣＣＤ４の結像面において所定位置に像を結ぶことができ、
像ぶれを解消して綺麗な画像を得ることができる。
【００９７】
　このような構成を有する像ぶれ補正装置８３を備えたレンズ装置５が、図８に示すよう
に、プロテクタ１８０を介してフロントケース１０に取り付けられている。プロテクタ１
８０は、レンズ装置５の正面側に投影される面の略全体を覆うことができる大きさを有す
る枠状の部材からなる。このプロテクタ１８０には、レンズ装置５の撮像レンズ７を露出
させるための第１の開口穴１８１と、フラッシュ装置７４の発光部７４ａを露出させるた
めの第２の開口穴１８２と、オートフォーカス機構の受光・発光部のための第３の開口穴
１８３と、レンズ鏡筒８２の前面の突出部を収納するための第４の開口穴１８４等が設け
られている。
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【００９８】
　この第４の開口穴１８４をプロテクタ１８０に設けると共にフロントケース１０の正面
部１０ａの撮像レンズ７と対応する部分に段部２１を設けたことにより、レンズ鏡筒８２
の最前部と撮像レンズ７の前面との間に生じている段差を吸収することができる。そして
、ＬＣＤフレーム６４を介して平面表示パネル２の背面を、剛性（強度）の高いレンズ鏡
筒８２に当接する支持構造としたため、表示面にタッチして操作する際に負荷される外力
に基づく平面表示パネル２の破損等を防ぐことができる。
【００９９】
　図３に示す符号１８６は、アーム部材２９の浮き上がりを防止する押えプレートである
。この押えプレート１８６は、上下方向に延在された幅広の板材からなり、アーム部材２
９の全ストロークにおいて、第１及び第２のアーム部２９ｂ，２９ｃを覆い隠すことがで
きる大きさを有している。この押えプレート１８６は、４個の固定ねじ１８７によってガ
イド部材２６に締付固定されている。
【０１００】
　この平面表示パネル２の破損等の防止は、次のようなことである。図１～図３等に示す
ように、レンズ装置５は、前述した像ぶれ補正装置８３を装着可能な構成としたため、レ
ンズ鏡筒８２の下部には、前突出部８２ａや後突出部８２ｂ等ができている。そのうち、
レンズ鏡筒８２の前突出部８２ａは、前述したようにプロテクタ１７０の第４の開口穴１
８４に嵌合されて、所定位置に収められている。一方、レンズ装置５の背面では、後突出
部８２ｂが後方へ突出するため、この後突出部８２ｂを利用して平面表示パネル２の弾性
変形量を抑制することにより、カメラ全体の厚みの増加を最小限に抑えながら、平面表示
パネル２の破損等の防止を図ることができる。
【０１０１】
　従来の撮像装置では、平面表示パネル２の背面全体をメインフレーム１２で支持する構
造となっていたが、撮像装置の軽量化、小型化の要請から、メインフレーム１２の板厚も
必然的に薄くせざるを得なかった。そのため、メインフレーム１２の強度（剛性）が板厚
の減少に伴って低下していたことから、平面表示パネル２の操作面に必要以上に大きな外
力が加えられると、その外力によってメインフレーム１２も同様に大きく弾性変形を生じ
てしまい、平面表示パネル２が大きく弾性変形するおそれがあった。
【０１０２】
　このようなメインフレーム１２に対して、レンズ装置５のレンズ鏡筒８２は、ブロック
状の部材によって強固に形成されており、ある程度の大きさの外力が加えられても、それ
自体に弾性変形を生じるようなものではなく、十分に高い強度（剛性）を有している。そ
こで、レンズ鏡筒８２の後突出部８２ｂを、ＬＣＤフレーム６４を介して平面表示パネル
２の背面に当接させることにより、操作面に付与される大きな外力をレンズ鏡筒８２で受
けて、平面表示パネル２が必要以上に大きく弾性変形するのを防止することができる。
【０１０３】
　そのため、メインフレーム１２には、レンズ鏡筒８２の後突出部８２ｂが貫通される大
きさの開口窓１９０を設けている。この開口窓１９０に後突出部８２ｂを貫通させ、その
先端面をＬＣＤフレーム６４に当接させ構成とする。なお、レンズ装置５もメインフレー
ム１２に固定されるが、メインフレーム１２の剛性よりもレンズ鏡筒８２の剛性が高いた
め、前述したように平面表示パネル２が大きく弾性変形するのを防止することができるも
のである。なお、レンズ鏡筒８２の後突出部８２ｂは、ＬＣＤフレーム６４を介すること
なく、平面表示パネル２の背面に直接接触させる構成としてもよい。
【０１０４】
　前述したような構成を筐体３及びレンズカバー８は、例えば、次のようにして簡単に組
み立てることができる。まず、レンズカバー８の組立工程について説明する。化粧板３５
の内側の枠体部３５ｂ内に接着シート３６を貼り付ける。次に、接着シート３６の上にフ
レーム３７を重ね合せて貼着する。この際、化粧板３５の正面部３５ａの内面に、予め複
数の突起を設けておき、それらの突起をフレーム３７に設けた複数の孔に相通した後、そ
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の突起をカシメて、カシメ止めを同時に行うようにしてもよい。
【０１０５】
　その後、フレーム３７の上に接着剤で払拭シート３８を貼り合わせる。このとき、払拭
シート３８の各抜き穴５３ａ～５３ｅからフレーム３７のブラケット４３ａ～４３ｃ，４
４を突出させる。そして、フレーム３７の各ブラケットが突出した面の、フロントケース
１０の４箇所に設けた突条部１５ａ～１５ｄと対応する位置に、４枚の摺動シート５２を
貼り付ける。これにより、レンズカバー８の組立工程が完了する。なお、２個の支持ロー
ラ４０は、予め化粧板３５の庇部３９に回転自在に取り付けておくようにする。
【０１０６】
　次に、筐体３の組立工程について説明する。まず、図２３等に示すように、フロントケ
ース１０の内面の所定位置にガイド部材２６を取り付ける。この取付手段としては、抵抗
溶接等の溶融手段を用いてもよく、また、接着剤等の固着手段を用いてもよい。更に、カ
シメ等の固定手段を用いることもできる。次いで、フロントケース１０の表側にレンズカ
バー８を臨ませ、４つの開口部１４ａ～１４ｄにフレーム３７のブラケット４３ａ～４３
ｃ，４４を挿入し、それぞれの先端部を内側に突出させる。この状態でアーム部材２９を
フロントケース１０の内側に臨ませ、３つのネジ孔を３個のブラケット片４３ａ～４３ｃ
の先端に位置合わせする。
【０１０７】
　次に、３個の固定ねじ４８でアーム部材２９を３個のブラケット片４３ａ～４３ｃに締
付固定する。更に、フレーム３７のブラケット凸部４４に固定ねじ４８で止め板４７を締
付固定する。そして、一方の弾性片がアーム部材２９の挿通孔３０ｃに係止された捩りバ
ネ４９の他方の弾性片を、フロントケース１０の内面に突出して設けたバネ受けピン５１
に係止する。この際、アーム部材２９の第１の係合ピン３２ａはガイド部材２６の第１の
ガイド溝２７ａに係合させ、アーム部材２９の第２の係合ピン３２ｂはガイド部材２６の
第２のガイド溝２７ｂに係合させる。
【０１０８】
　次いで、プロテクタ１８０にレンズ装置５を装着し、一体化したレンズ装置５をフロン
トケース１０の内面の所定位置に嵌め込む。このとき、レンズ装置５の前突起部８２ａを
プロテクタ１８０の第４の開口穴１０４に嵌合する。次に、押えプレート１８６を固定ネ
ジ１８７でガイド部材２６に締付固定する。このとき、押えプレート１８６の一部によっ
てプロテクタ１８０が押さえ込まれ、押えプレート１８６によって締付固定される。この
プロテクタ１８０に保持されたレンズ装置５の背面にメインフレーム１２を配置する。こ
のとき、レンズ装置５の後突起部８２ｂをメインフレーム１２の開口窓１９０に嵌合する
。
【０１０９】
　このようにレンズ装置５が装着されたフロントケース１０の背面に、予め平面表示パネ
ル２や操作ボタン等が取り付けられたリアケース１１を重ね合せる。これにより、リアケ
ース１１に保持されている平面表示パネル２の背面に配置されているＬＣＤフレーム６４
の背面に、フロントケース１０に保持されているレンズ装置５のレンズ鏡筒８２の後突起
部８２ｂが緩く当接される。このとき、フロントケース１０とリアケース１１を重ね合せ
ることにより、３箇所に設けた係合片２６ｄ，２８ａによって両ケース１０，１１が着脱
可能に嵌合される。その後、固定ねじで接合部をねじ止めすることにより、フロントケー
ス１０とリアケース１１が固定ねじによって確実に締付固定される。これにより、筐体３
等の組立工程が完了する。
【０１１０】
　前述したような構成を備えたデジタルスチルカメラ１は、例えば、次のようにして使用
することができる。図４、図３１Ｂ、図３２Ｂ，Ｃ及び図３３Ａ，Ｂは、レンズカバー８
で撮像レンズ７を覆った状態を示し、図５、図３１Ａ、図３２Ａは、レンズカバー８を下
方にスライドさせて撮像レンズ７を開放した状態を示している。レンズカバー８を、図４
等の状態から図５等の状態に変化させるには、使用者が上方からレンズカバー８に力を加
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えて押し下げるようにする。
【０１１１】
　このとき、レンズカバー８に下方に向かう力を加えると、そのレンズカバー８にはアー
ム部材２９が一体的に固定されていて、そのアーム部材２９に設けた２つの係合ピン３２
ａ，３２ｂが、フロントケース１０に固定されたガイド部材２６の２つのガイド溝２７ａ
，２７ｂに摺動可能に係合されている。２つのガイド溝２７ａ，２７ｂは、レンズカバー
８を移動すべき上下方向に延在されているため、これらのガイド溝２７ａ，２７ｂにガイ
ドされて２つの係合ピン３２ａ，３２ｂが上下方向へ摺動することにより、レンズカバー
８を容易に第１の位置から第２の位置へと移動することができる。
【０１１２】
　特に、図１９及び図２４等から明らかなように、２つの係合ピン３２ａ，３２ｂのスラ
イド方向の長さＴを、レンズカバー８のスライド方向の長さ（高さ）Ｈよりも長くした（
Ｔ＞Ｈ）ことから、レンズカバー８をスムースにスライド動作させることができる。この
点を詳しく説明すると、次のようなことである。本実施例のレンズカバー８は、図１８等
から明らかなように、横長の略長方形に形成されている。そのため、スライド動作時に、
外力が長手方向の略中央部に作用するときには問題とならないが、左右方向の一方に偏倚
した位置に外力が作用すると、レンズカバー８には、上下方向に向かう力の他に、そのレ
ンズカバー８を回転させようとする回転モーメントが働くことになる。
【０１１３】
　ところが、本実施例の場合には、スライド方向に２つの係合ピン３２ａ，３２ｂが配置
されており、しかも、２つの係合ピン３２ａ，３２ｂの長さＴがレンズカバー８のスライ
ド方向の長さ（高さ）Ｈよりも長くなっているため、この２つの係合ピン３２ａ，３２ｂ
が前記回転モーメントを抑制するように働くことになる。そのため、２つの係合ピン３２
ａ，３２ｂによってレンズカバー８に回転モーメントが発生するのを抑制し、スライド方
向へスムースに動作させることが可能となる。更に、アーム部材２９には、スライド方向
と直交する方向に延在された補助アーム部２９ｅが設けられていて、その補助アーム部２
９ｅもレンズカバー８に固定されているため、外力によるレンズカバー８の回転をより確
実に防止することができる。
【０１１４】
　また、本実施例の場合には、筐体３の上部、特に撮像レンズ７が臨む部分に段部２１を
設け、その部分のみを薄くしたため、上から見たところが薄くて見栄えの良いデジタルス
チルカメラ１を提供することが可能となった。そのため、意匠的にも優れたデジタルスチ
ルカメラ１を提供することができ、使用者に対して安定感を与えることができ、使い心地
の良いデジタルスチルカメラ１を提供することができる。しかも、筐体３の段部２１はレ
ンズカバー８の化粧板３５に設けた庇部３９によって確実に塞がれているため、その隙間
からレンズカバー８の内部にゴミやホコリ等が侵入するのを防止することができる。また
、フロントケース１０の表面にゴミ等が付着した場合にも、そのゴミ等はレンズカバー８
の内側に設けた払拭シート３８によって払拭されるため、フロントケース１０の表面を傷
付けることがなく、ゴミやホコリ等の侵入を確実に防止することができる。
【０１１５】
　特に、本実施例の筐体３では、図３３Ａに示すように、筐体３に段部２１を設け、上面
の厚みＭ１を下面の厚みＭ２よりも小さくする（Ｍ１＜Ｍ２）と共に、その段部２１にレ
ンズカバー８の庇部３９を係合させて隙間を無くす構成としたため、撮影時、被写体から
の光がフロントケース１０のレンズ用開口穴１６によってケラレを生じることがなく、綺
麗な撮影を実現することができる。これに対して、図３３Ｃに示すように、フロントケー
ス１０の正面部に段部を設けることなく、上面の厚みＭとか面の厚みＭを同じにした場合
には、レンズ用開口穴１６ａが前方に突出して撮像レンズ７との隙間Ｎが大きくなるため
、撮影時においてケラレの現象を生じるおそれがあり、綺麗な撮影が不可能になるおそれ
がある。
【０１１６】
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　以上説明したように、本発明の撮像装置によれば、デジタルスチルカメラにおいて、撮
像レンズ部に段差を設けて筐体を一段薄く形成し、ここに断面が逆Ｌ字状をなす庇部を配
置したレンズカバーを設け、そのレンズカバーで撮像レンズを開閉する構成としたため、
撮像レンズの下部に手ぶれ補正装置等の突出部を有するレンズ装置を筐体内に収納しなが
らも、筐体の全体を薄くの形造ることを可能とすることができた。また、メインフレーム
を介することなくレンズ鏡筒を平面表示パネルの背面に当接する構成としたため、平面表
示パネルの操作面に付与される外力をレンズ鏡筒で受けて平面表示パネルが大きく弾性変
形するのを防止し、平面表示パネルの破損等を防ぐことが可能となった。
【０１１７】
　本発明は、前述しかつ図面に示した実施の形態に限定されるものではなく、その要旨を
逸脱しない範囲内で種々の変形実施が可能である。例えば、前記実施例においては、撮像
装置としてデジタルスチルカメラを適用した例について説明したが、デジタルビデオカメ
ラ、カメラ付きパーソナルコンピュータ、カメラ付き携帯電話その他の撮像装置にも適用
できるものである。更に、レンズ装置１として５群レンズを用いた例について説明したが
、４群レンズ以下であってもよく、また、６群レンズ以上のものに適用できることも勿論
である。
【図面の簡単な説明】
【０１１８】
【図１】本発明の撮像装置の第１の実施の例に係るデジタルスチルカメラを分解して示す
斜視図である。
【図２】図１に示すデジタルスチルカメラのレンズ装置と平面表示パネル等を背面側から
見た斜視図である。
【図３】図１に示すデジタルスチルカメラのレンズ装置とフロントケースとレンズカバー
等を分解した斜視図である。
【図４】本発明の撮像装置の第１の実施の例に係るデジタルスチルカメラを正面側から見
たもので、レンズカバーを第１の位置に移動して撮像レンズを覆った状態の斜視図である
。
【図５】図４に示すデジタルスチルカメラにおいて、レンズカバーを第２の位置に移動し
て撮像レンズを開放（露出）した状態の斜視図である。
【図６】図４に示すデジタルスチルカメラの背面図である。
【図７】図４に示すデジタルスチルカメラの平面図である。
【図８】図４に示すデジタルスチルカメラを横方向に断面した説明図である。
【図９】図４に示すデジタルスチルカメラのレンズ装置を正面側から見た斜視図である。
【図１０】図９に示すレンズ装置を背面側から見た斜視図である。
【図１１】図９に示すレンズ装置を撮像レンズの光軸と垂直をなす縦方向に断面した断面
図である。
【図１２】図９に示すレンズ装置を撮像レンズの光軸と平行をなす縦方向に断面した断面
図である。
【図１３】図９に示すレンズ装置のレンズ系を説明するための説明図である。
【図１４】図９に示すレンズ装置を分解した斜視図である。
【図１５】図９に示すレンズ装置に係る手ぶれ補正装置の斜視図である。
【図１６】図１に示すデジタルスチルカメラのフロントケースの正面図である。
【図１７】図１に示すデジタルスチルカメラのフロントケースを背面側から見た斜視図で
ある。
【図１８】図１に示すデジタルスチルカメラのレンズカバーの背面図である。
【図１９】図１に示すデジタルスチルカメラのフロントケースとレンズカバーの関係を説
明するもので、レンズカバーが第２の位置にある状態の説明図である。
【図２０】図１に示すデジタルスチルカメラのフロントケースとレンズカバーの関係を説
明するもので、レンズカバーが第１の位置にある状態の説明図である。
【図２１】図１に示すデジタルスチルカメラのアーム部材の斜視図である。
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【図２２】図１に示すデジタルスチルカメラのガイド部材の斜視図である。
【図２３】図１に示すデジタルスチルカメラのフロントケースにガイド部材を取り付けた
状態の説明図である。
【図２４】図２３に示すガイド部材にアーム部材を係合させた状態の説明図である。
【図２５】図２３に示すガイド部材とアーム部材の係合状態において、レンズカバーが第
２の位置にある状態の説明図である。
【図２６】図２５に示す状態からアーム部材を移動することにより、レンズカバーが第１
の位置に移動した状態の説明図である。
【図２７】図２４に示すフロントケース等の平面図である。
【図２８】図２４に示すフロントケース等の底面図である。
【図２９】図２４のフロントケースを示すもので、同図Ａは左側面図、同図Ｂは右側面図
である。
【図３０】図２４のＥ－Ｅ線部分を拡大した断面図である。
【図３１】図１に示すデジタルスチルカメラのフロントケースとレンズカバーの関係を説
明するもので、同図Ａは第１の部位においてレンズカバーが第２の位置にある状態、同図
Ｂは第１の部位においてレンズカバーが第１の位置にある状態の、それぞれ説明図である
。
【図３２】図１に示すデジタルスチルカメラのフロントケースとレンズカバーの関係を説
明するもので、同図Ａは第２の部位においてレンズカバーが第２の位置にある状態、同図
Ｂは第２の部位においてレンズカバーが第１の位置にある状態、同図Ｃは第３の部位にお
いてレンズカバーが第１の位置にある状態の、それぞれ説明図である。
【図３３】図１に示すデジタルスチルカメラのフロントケースとレンズカバーの関係を説
明するもので、同図Ａはフロントケースの段部が有る部分、同図Ｂはフロントケースの段
部が無い部分、同図Ｃはフロントケースに段部を設けない場合の、それぞれ説明図である
。
【符号の説明】
【０１１９】
　１…デジタルスチルカメラ（撮像装置）、　２…平面表示パネル（表示装置）、　３…
筐体、　４…ＣＣＤ（撮像手段）、　５…レンズ装置、　７…撮像レンズ、　８…レンズ
カバー、　１０…フロントケース、　１０ａ…正面部、　１１…リアケース、　１４ａ，
１４ｂ，１４ｃ，１４ｄ…開口部、　１５ａ，１５ｂ，１５ｃ，１５ｄ…突条部、　１６
，１８…開口穴、　２１…段部、　２６…ガイド部材、　２７ａ，２７ｂ…ガイド溝、　
２９…アーム部材、　３２ａ，３２ｂ…係合ピン、　３５…化粧板、　３７…フレーム、
　３８…払拭シート（払拭部材）、　３９…庇部、　４０…支持ローラ、　４３ａ，４３
ｂ，４３ｃ…ブラケット片（ブラケット）、　４４…ブラケット凸部（ブラケット）、　
５２…摺動シート、　５３ａ，５３ｂ，５３ｃ，５３ｄ…抜き穴、　８１…レンズ系、　
８２…レンズ鏡筒、　８３…手ぶれ補正装置
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