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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　反射型液晶表示装置を用いた電子ビューファインダーであって、
前記反射型液晶表示装置の画像を拡大表示するための接眼レンズと、
前記接眼レンズと前記反射型液晶表示装置を保持し覆うための鏡筒と、
前記反射型液晶表示装置を動作させる回路基板ユニットと、
前記反射型液晶表示装置のピーキング（ＰＥＡＫＩＮＧ）、色度（ＣＨＲＯＭＡ）、コン
トラスト（ＣＯＮＴＲＡＳＴ）、輝度（ＢＲＩＧＨＴ）のうちの少なくとも何れか一つの
可変ボリュームと、
前記反射型液晶表示装置のタリー（ＴＡＬＬＹ）、ゼブラ（ＺＥＢＲＡ）、色度（ＣＨＲ
ＯＭＡ）のうちの少なくとも何れか一つの動作スイッチと、
前記回路基板ユニットを覆うためのケースと、
前記接眼レンズの光軸に対して水平垂直方向に回転軸を持ち、前記鏡筒を前記ケースに対
して回転させる回転機構部と、を具備し、
前記接眼レンズの光軸上で前記接眼レンズから直視可能な位置に、前記反射型液晶表示装
置の表示面が配置され、
前記反射型液晶表示装置は、前記回路基板ユニットを覆うための前記ケースを前記鏡筒か
ら取り外すことなく、前記鏡筒の外部へ取り出し可能とされていることを特徴とする反射
型液晶表示装置を用いた電子ビューファインダー。
【請求項２】
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　前記鏡筒の一部は、前記鏡筒から取り外し可能とされ、前記反射型液晶表示装置は、前
記鏡筒から前記鏡筒の一部を取り外した部分を介して、前記鏡筒の外部へ取り出し可能と
されていることを特徴とする請求項１に記載の反射型液晶表示装置を用いた電子ビューフ
ァインダー。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は反射型液晶表示装置を用いた電子ビューファインダーに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　放送局向けビデオカメラ装置は、小型の白黒ＣＲＴを用いた電子ビューファインダーが
主流で、他にカラーの液晶パネルを用いたものやある程度のサイズの液晶パネルを外部モ
ニターとして用いているものがある。
【０００３】
　接眼レンズを覗いて使用する放送局向け電子ビューファインダーでは、接眼レンズと使
用デバイスの間にミラーを配置して、光学系を折り曲げているものがほとんどである。
【０００４】
　図３は、従来技術による電子ビューファインダーの外観及び一部内部透視の正面図（Ａ
）と上面図（Ｂ）である。レンズユニット２０１はレンズ２０２を内部に配置し、視度調
整リング２０３にての視度調整機構を備えている。レンズ部筐体２０４にレンズユニット
２０１を挿入することによって、映像を拡大して観ることができる。レンズ２０２の光軸
上でレンズ部筐体２０４の壁部２０４ａに、ミラーユニット２０５を前記光軸に対して水
平４５度の角度で配置し、ネジ２０６でレンズ部筐体２０４に固定されている。レンズ２
０２の光軸がミラーユニット２０５で水平垂直方向に折り曲げられ、その先にＣＲＴ２０
７の画面中心が光軸と合うように配置されている。これにより、ＣＲＴ２０７の映像がミ
ラーユニット２０５で折り曲げられ、レンズ２０２の光軸方向になり、レンズ２０２で拡
大して観ることができる。ＣＲＴ２０２は、トップケース２０８とボトムケース２０９の
内部に配置することにより、ケース内側のスペースを最大限生かした設計になっている。
【０００５】
　レンズ部筐体２０４の凹部２０４ｂは円筒状になっており、外側の凹部２０４ａに摺動
部材２１０を巻き付けてトップケース２０８とボトムケース２０９にそれぞれ位置決め固
定されたスプリング（不図示）を適度に押圧することによって回転トルクを出している。
【０００６】
　ケース側には前面に各種可変ＶＲ（ボリューム）と各種動作ＳＷ（スイッチ）が配置さ
れている。可変ＶＲ（ボリューム）はＰＥＡＫＩＮＧ（ピーキング）２１１、ＣＯＮＴＲ
ＡＳＴ（コントラスト）２１２、ＢＲＩＧＨＴ（輝度）２１３が適宜間隔で並んでいる。
その下に動作ＳＷ（スイッチ）がＴＡＬＬＹ（タリー）２１４、ＺＥＢＲＡ（ゼブラ）２
１５と配置されている。
【０００７】
　前記ＣＲＴ２０７を動作させたり電子ビューファインダーとしての各種機能を満足させ
るための回路を構成する回路基板ユニット２１６がボトムケース２０９の内側下面に沿う
ように外形を形成し配置されている。トップケース２０８を組み付けた状態での回路基板
２１６とＣＲＴ２０７のクリアランスを確保した設計となっている。
【０００８】
　その他に、マイクホルダーユニット２１７がトップケース２０８にネジ締め固定（不図
示）されている。ＶＦケーブル２１８は内部の回路基板２１６と電気的につながっており
、カメラ本体へコネクター部２１８ａを挿入し、電気信号のやり取りを行う。ブッシュ部
２１８ｂはボトムケース２０９とトップケース２０８で挟み込んで固定されている。カメ
ラ本体に取り付ける取付金具ユニット２１９は、トップケース２０８とネジ２２０により
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ネジ締め固定されている。
【０００９】
　図４は、従来技術による電子ビューファインダーを用いたビデオカメラ装置の斜視図で
ある。ＶＴＲの機能を有するカメラ本体３０１に、取手部３０１ａを利用して電子ビュー
ファインダー３０２が取り付けられている。レンズユニット３０３の光軸の先にミラー（
不図示）によって水平垂直方向に折り曲げられた光軸上にＣＲＴ（不図示）が配置された
電子ビューファインダー３０２となっている。折り曲げられた光軸を回転軸とする回転機
構部（不図示）がトップケース３０４の回転部３０４ａの内部に構成されている。カメラ
マンが該カメラ本体３０１を肩に載せ撮影体勢をとるとき、前記電子ビューファインダー
３０２のレンズユニット３０３の接眼用アイキャップ３０３ａに眼を押し当てながら撮影
することになる。このとき、接眼用アイキャップ３０３の位置、すなわち眼の位置が大変
重要で、カメラマンの要求に合せた位置となっている。また、電子ビューファインダー３
０２の各種可変ＶＲ（ボリューム）（不図示）や各種動作ＳＷ（スイッチ）（不図示）は
電子ビューファインダー前面３０２ａ付近に配置されている。これらも重要な位置で、カ
メラマンの操作性により決定された位置であり、勝手に変更することはできない設計内容
となっている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１０】
【特許文献１】実公昭６２－２８４７号公報
【特許文献２】実開平１－７８４６５号公報
【特許文献３】特開２００１－３２６８３８号公報
【特許文献４】特開２００８－２０５５８９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　近年、放送機器関連のデジタル高性能化が進み、中でも映像や表示機器の高性能や高精
細化への実現早さは目をみはるものがある。また、さらなる高性能高精細化の要求がされ
てきている。それに合せて、ビデオカメラ装置も同様に高性能化への進化が著しい。しか
しながら、同様に電子ビューファインダーの高性能化への要求は高いものの、表示デバイ
スの高精細化や、カラー化対応などまだまだ一部であり、見栄え、見やすさの改善と合せ
てこれらを実現することは大変重要な課題となっている。
【００１２】
　また、カメラマンの使い勝手が変わることなく、現行のビデオカメラ装置に電子ビュー
ファインダーがそのまま取り付けられる、またはそのままのデザインが踏襲できることが
、高性能高精細を実現した電子ビューファインダーに求められる。さらに、従来のビデオ
カメラ装置を大きく変更することがないように進めることは、開発コストを抑えることが
でき、部品の共通化により製品コストも抑えられる。これらを実現することも重要な要素
となっている。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　反射型液晶表示装置を用いた電子ビューファインダーであって、反射型液晶表示装置の
画像を拡大表示するための接眼レンズと、前記接眼レンズと前記反射型液晶表示装置を保
持し覆うための鏡筒と、前記反射型液晶表示装置を動作させる回路基板ユニットと、前記
反射型液晶表示装置のピーキング（ＰＥＡＫＩＮＧ）、色度（ＣＨＲＯＭＡ）、コントラ
スト（ＣＯＮＴＲＡＳＴ）、輝度（ＢＲＩＧＨＴ）のうちの少なくとも何れか一つの可変
ボリュームと、前記反射型液晶表示装置のタリー（ＴＡＬＬＹ）、ゼブラ（ＺＥＢＲＡ）
、色度（ＣＨＲＯＭＡ）のうちの少なくとも何れか一つの動作スイッチと、前記回路基板
ユニットを覆うためのケースと、前記接眼レンズの光軸に対して水平垂直方向に回転軸を
持ち、前記鏡筒を前記ケースに対して回転させる回転機構部と、を具備し、前記接眼レン
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ズの光軸上で前記接眼レンズから直視可能な位置に、前記反射型液晶表示装置の表示面が
配置され、前記反射型液晶表示装置は、前記回路基板ユニットを覆うための前記ケースを
前記鏡筒から取り外すことなく、前記鏡筒の外部へ取り出し可能とされている反射型液晶
表示装置を用いた電子ビューファインダーとする。
 
【００１４】
　前記鏡筒の一部は、前記鏡筒から取り外し可能とされ、前記反射型液晶表示装置は、前
記鏡筒から前記鏡筒の一部を取り外した部分を介して、前記鏡筒の外部へ取り出し可能と
されている反射型液晶表示装置を用いた電子ビューファインダーとする。
【発明の効果】
【００２０】
　接眼レンズ光軸上で前記接眼レンズから直視可能な位置に、下部に回路基板、上部にフ
ロントライトを具備した反射型液晶表示素子の表示面を配置し、前記接眼レンズ光軸と水
平垂直方向に回転軸を持つ回転機構部と、前記反射型液晶表示装置を動作させる回路基板
ユニットと、前記反射型液晶表示装置のピーキング（ＰＥＡＫＩＮＧ）、色度（ＣＨＲＯ
ＭＡ）、コントラスト（ＣＯＮＴＲＡＳＴ）、輝度（ＢＲＩＧＨＴ）の可変ボリュームと
、前記反射型液晶表示装置のタリー（ＴＡＬＬＹ）、ゼブラ（ＺＥＢＲＡ）、色度（ＣＨ
ＲＯＭＡ）の動作スイッチと、前記回路基板ユニットを覆うためのケースを具備すること
により、電子ビューファインダーの高性能高精細化や、カラー化を実現することができる
。
【００２１】
　反射型液晶表示装置を鏡筒にネジ締め固定し、ケースを取り外すことなく、反射型液晶
表示装置を電子ビューファインダーから着脱可能な構造にすることにより、作業性が向上
し、製造コストが抑えられ、最終的に製品コストを低くくすることができる。
【００２２】
　接眼レンズの位置、回路基板ユニットの位置、前記反射型液晶表示装置のピーキング（
ＰＥＡＫＩＮＧ）、色度（ＣＨＲＯＭＡ）、コントラスト（ＣＯＮＴＲＡＳＴ）、輝度（
ＢＲＩＧＨＴ）の可変ボリュームの位置、前記反射型液晶表示装置のタリー（ＴＡＬＬＹ
）、ゼブラ（ＺＥＢＲＡ）や色度（ＣＨＲＯＭＡ）の動作スイッチの位置が現行の電子ビ
ューファインダーとほぼ同じ位置や前記回路基板ユニットを覆うためのケース形状が現行
の電子ビューファインダーとほぼ同じにすることにより、置き換えがしやすく、開発コス
トを抑えられ、部品の共通化により製品コストも抑えられる。よって、現行の電子ビュー
ファインダーに置き換え可能な高性能高精細化の電子ビューファインダーを提供すること
ができる。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】本発明の一実施例である電子ビューファインダーの外観及び一部内部透視の正面
図（Ａ）と上面図（Ｂ）と側面図（Ｃ）
【図２】本発明の一実施例である電子ビューファインダーを用いたビデオカメラ装置の斜
視図
【図３】従来技術による電子ビューファインダーの外観及び一部内部透視の正面図（Ａ）
と上面図（Ｂ）
【図４】従来技術による電子ビューファインダーを用いたビデオカメラ装置の斜視図
【発明を実施するための形態】
【００２４】
　本発明における反射型液晶表示装置を用いた電子ビューファインダーを、以下に説明す
る。図１は本発明による反射型液晶表示装置を用いた電子ビューファインダーの外観及び
一部内部透視の正面図（Ａ）、上面図（Ｂ）、側面図（Ｃ）である。
【００２５】
　まず、反射型液晶表示装置に関して説明する。図１（Ｃ）に示すように、反射型液晶表
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示素子１の裏側にＦＰＣの回路基板２が貼付され、樹脂製のベース３に位置決め固定され
ている。回路基板２に実装されたＬＥＤ（不図示）の光を効率よく反射させるために、前
記ＬＥＤ（不図示）を覆うように白色の樹脂製の導光板４が配置されている。この導光板
４のフック部４ａによって位置決め固定されたフロントライト筐体５が隣合せで配置され
ている。導光板４とフロントライト筐体５の間には光を拡散させる拡散板６と直線偏光光
（Ｐ波）だけを通過させる偏光板７が挿入されている。偏光板７を通過した光を効率よく
反射型液晶表示素子１に反射させるために、半透過反射シート８がフロントライト筐体５
に位置決め貼付されている。半透過反射シート８は画像性能向上を考慮して、ＷＧＦ（ワ
イヤーグリッドフィルム）をガラス板に貼り付けたタイプを採用している。導光板４と半
透過反射シート８の一部は遮光部材９で覆っている。前記反射型液晶表示素子１のＦＰＣ
の回路基板２は、裏側に位置決め固定された反射型液晶表示素子１の動作回路基板１０に
コネクター１０ａでつながっている。以上のユニットを反射型液晶表示装置１１としてい
る。
【００２６】
　反射型液晶表示装置１１は、鏡筒１２の内部に嵌合していて、鏡筒１２にネジ１３で位
置決め固定された上下同形状の取付座筐体１４にネジ１５でネジ締め固定されている。反
射型液晶表示装置１１の裏側は、完全に遮光するための蓋の役目をするキャップ１６が鏡
筒１２に嵌合している。キャップ１６はネジ１７で鏡筒１２に固定されている。鏡筒１２
とレンズ部筐体１８は、前記取付座筐体１４を挟み込むようにして、前述のネジ１３にて
ネジ締め固定され一体となっている。レンズ１９を内部に配置し、視度調整リング２０に
ての視度調整機構を備えているレンズユニット２１を、図のようにレンズ部筐体１８に挿
入して反射型液晶表示装置１１の映像を拡大して観ることができる。このとき、反射型液
晶表示装置１１の位置は、レンズユニット２１の中のレンズ１９の光軸上にあり、光軸を
ミラーで折り曲げることなく直視している状態にある。このことによって、高精細の前記
反射型液晶表示装置１１の性能を極力劣化させることなく観ることができる。また、前記
反射型液晶表示装置１１の裏側のキャップ１６を外すだけで、反射型液晶表示装置１１を
簡単に電子ビューファインダーから取り外して交換することが可能である。
【００２７】
　レンズ部筐体１８の凹部１８ａは円筒状になっており、外側の凹部１８ａに摺動部材２
２を巻き付けてトップケース２３とボトムケース２４にそれぞれ位置決め固定されたスプ
リング（不図示）を適度に押圧することによって回転トルクを出している。
【００２８】
　図１（Ａ）に示すように、ケース側には前面に各種可変ＶＲ（ボリューム）と各種動作
ＳＷ（スイッチ）が配置されている。可変ＶＲ（ボリューム）はＰＥＡＫＩＮＧ（ピーキ
ング）２５、ＣＨＲＯＭＡ（色度）２６、ＣＯＮＴＲＡＳＴ（コントラスト）２７、ＢＲ
ＩＧＨＴ（輝度）２８が適宜間隔で並んでいる。その下に動作ＳＷ（スイッチ）がＴＡＬ
ＬＹ（タリー）２９、ＺＥＢＲＡ（ゼブラ）３０、ＣＨＲＯＭＡ（色度）３１と配置され
ている。
【００２９】
　前記反射型液晶表示装置１１を動作させたり電子ビューファインダーとしての各種機能
を満足させるための回路を構成する回路基板ユニット３２がボトムケース２４の内側下面
に沿うように外形を形成し配置されている。その上にほぼ同じ外形サイズで回路基板ユニ
ット３３、同様に回路基板ユニット３４、同様に回路基板ユニット３５がネジ付きのスペ
ーサー金具（不図示）で適宜間隔を保ちながらネジ締め固定されている。トップケース２
３を組み付けた状態での回路基板ユニット３５の実装部品とのクリアランスを確認しなが
ら、最大の回路基板面積を確保することができる。
【００３０】
　その他に、マイクホルダーユニット３６がトップケース２２にネジ締め固定（不図示）
されている。ＶＦケーブル３７は内部の回路基板ユニット３２と電気的につながっており
、カメラ本体へコネクター部３７ａを挿入し、電気信号のやり取りを行う。ブッシュ部３
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７ｂはボトムケース２４とトップケース２３で挟み込んで固定されている。カメラ本体に
取り付ける取付金具ユニット３８は、トップケース２３とネジ３９によりネジ締め固定さ
れている。
【００３１】
　図２は、本発明による電子ビューファインダーを用いたビデオカメラ装置の斜視図であ
る。ＶＴＲの機能を有するカメラ本体１０１に、取手部１０１ａを利用して電子ビューフ
ァインダー１０２が取り付けられている。内部に反射型液晶表示装置を配置した鏡筒１０
４がまっすぐに伸びている。ここで反射型液晶表示装置はレンズユニット１０３の光軸上
に配置されており、前記レンズユニット１０３で直視する位置関係に配置されている。鏡
筒１０４の中間付近から前記レンズユニット１０３の光軸と水平垂直方向の回転軸を持つ
回転機構部（不図示）がトップケース１０５の回転部１０５ａの内部に構成されている。
カメラマンが該カメラ本体１０１を肩に載せ撮影体勢をとるとき、前記電子ビューファイ
ンダー１０２のレンズユニット１０３の接眼用アイキャップ１０３ａに眼を押し当てなが
ら撮影することになる。このとき、接眼用アイキャップ１０３ａの位置、すなわち眼の位
置は従来の電子ビューファインダーを用いたビデオカメラ装置と同じ位置となるように構
成されている。また、電子ビューファインダー１０２の各種可変ＶＲ（ボリューム）（不
図示）や各種動作ＳＷ（スイッチ）（不図示）は電子ビューファインダー前面１０２ａ付
近に配置されている。これらも、従来の電子ビューファインダーを用いたビデオカメラ装
置と同じ位置となるように構成されている。これらからわかるように、高精細の反射型液
晶表示装置の性能を最大限発揮して、かつ従来の電子ビューファインダーの使い勝手をそ
のまま継承した電子ビューファインダーとしている。
【符号の説明】
【００３２】
　１　　反射型液晶表示素子
　２　　回路基板
　３　　ベース
　４　　導光板
　４ａ　フック部
　５　　フロントライト筐体
　６　　拡散板
　７　　偏光板
　８　　半透過反射シート
　９　　遮光部材
１０　　動作回路基板
１０ａ　コネクター
１１　　反射型液晶表示装置
１２　　鏡筒
１３　　ネジ
１４　　取付座筐体
１５　　ネジ
１６　　キャップ
１７　　ネジ
１８　　レンズ部筐体
１８ａ　凹部
１９　　レンズ
２０　　視度調整リング
２１　　レンズユニット
２２　　摺動部材
２３　　トップケース
２４　　ボトムケース
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２５　　ＰＥＡＫＩＮＧ（ピーキング）
２６　　ＣＨＲＯＭＡ（色度）
２７　　ＣＯＮＴＲＡＳＴ（コントラスト）
２８　　ＢＲＩＧＨＴ（輝度）
２９　　ＴＡＬＬＹ（タリー）
３０　　ＺＥＢＲＡ（ゼブラ）
３１　　ＣＨＲＯＭＡ（色度）
３２　　回路基板ユニット
３３　　回路基板ユニット
３４　　回路基板ユニット
３５　　回路基板ユニット
３６　　マイクホルダーユニット
３７　　ＶＦケーブル
３７ａ　コネクター部
３７ｂ　ブッシュ部
３８　　取付金具ユニット
３９　　ネジ
１０１　　カメラ本体
１０１ａ　取手部
１０２　　電子ビューファインダー
１０２ａ　電子ビューファインダー前面
１０３　　レンズユニット
１０３ａ　接眼用アイキャップ
１０４　　鏡筒
１０５　　トップケース
１０５ａ　回転部
２０１　　レンズユニット
２０２　　レンズ
２０３　　視度調整リング
２０４　　レンズ部筐体
２０４ａ　壁部
２０４ｂ　凹部
２０５　　ミラーユニット
２０６　　ネジ
２０７　　ＣＲＴ
２０８　　トップケース
２０９　　ボトムケース
２１０　　摺動部材
２１１　　ＰＥＡＫＩＮＧ（ピーキング）
２１２　　ＣＯＮＴＲＡＳＴ（コントラスト）
２１３　　ＢＲＩＧＨＴ（輝度）
２１４　　ＴＡＬＬＹ（タリー）
２１５　　ＺＥＢＲＡ（ゼブラ）
２１６　　回路基板ユニット
２１７　　マイクホルダーユニット
２１８　　ＶＦケーブル
２１８ａ　コネクター部
２１８ｂ　ブッシュ部
２１９　　取付金具ユニット
２２０　　ネジ
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３０１　　カメラ本体
３０１ａ　取手部
３０２　　電子ビューファインダー
３０２ａ　電子ビューファインダー前面
３０３　　レンズユニット
３０３ａ　接眼用アイキャップ
３０４　　トップケース
３０４ａ　回転部

【図１】 【図２】
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