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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被写体像を撮像する撮像素子と、
　前記撮像素子を遮光する閉状態と前記撮像素子に被写体像を導く開状態との間で開閉動
作を行う第１および第２のシャッタ羽根群と、
　前記第１のシャッタ羽根群を駆動する第１の駆動力をチャージするための第１のチャー
ジ部材と、
　前記第２のシャッタ羽根群を駆動する第２の駆動力をチャージするための第２のチャー
ジ部材と、
　前記第１のチャージ部材と当接して前記第１のチャージ部材をチャージ方向に移動させ
ることで前記第１の駆動力をチャージする第１駆動力チャージカム面が形成された第１の
カムと、
　前記第２のチャージ部材と当接して前記第２のチャージ部材をチャージ方向に移動させ
ることで前記第２の駆動力をチャージする第２駆動力チャージカム面が形成された第２の
カムと、
　撮影光路中にあってファインダーに被写体像を導くダウン姿勢と、撮影光路から退避し
て前記撮像素子に被写体像を導くアップ姿勢との２姿勢の間でミラーを駆動するようにカ
ム面が形成された第３のカムと、
　前記第１～第３のカムが固定される軸であって、前記第１～第３のカムを一体的に回動
させる回動軸とを備え、
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　前記回動軸が第１の回動位相に回動されると、前記第１のカムは前記第１の駆動力で前
記第１のシャッタ羽根群が駆動されることを妨げない回動位相に回動され、かつ、前記第
２駆動力チャージカム面は前記第２のチャージ部材に当接して前記第２の駆動力をチャー
ジし、
　前記回動軸が前記第１の回動位相から第２の回動位相に回動される過程では、前記第２
駆動力チャージカム面は前記第２のチャージ部材に当接して前記第２の駆動力をチャージ
する状態を維持し、
　前記回動軸が前記第１の回動位相から第２の回動位相に回動されると、前記第１駆動力
チャージカム面は前記第１のチャージ部材に当接して前記第１の駆動力をチャージし、か
つ、前記第２駆動力チャージカム面は前記第２のチャージ部材に当接して前記第２の駆動
力をチャージすることを特徴とするカメラ。
【請求項２】
　請求項１に記載のカメラにおいて、
　前記回動軸が前記第１の回動位相から第３の回動位相に回動されると、前記第１のカム
は前記第１の駆動力で前記第１のシャッタ羽根群が駆動されることを妨げない回動位相に
回動され、かつ、前記第２のカムは前記第２の駆動力で前記第２のシャッタ羽根群が駆動
されることを妨げない回動位相に回動され、
　前記回動軸が前記第３の回動位相から第１の回動位相に回動される過程では、前記第１
のカムは前記第１の駆動力で前記第１のシャッタ羽根群が駆動されることを妨げる回動位
相には回動されず、かつ、第２の駆動力を徐々にチャージするように前記第２駆動力チャ
ージカム面は前記第２のチャージ部材と当接することを特徴とするカメラ。
【請求項３】
　請求項１または請求項２に記載のカメラにおいて、
　前記回動軸が第４の回動位相に回動されると、前記第１駆動力チャージカム面は前記第
１のチャージ部材に当接して前記第１の駆動力をチャージし、かつ、前記第２駆動力チャ
ージカム面は前記第２のチャージ部材に当接して前記第２の駆動力をチャージし、
　前記回動軸が第４の回動位相から第５の回動位相に回動される過程では、前記第１駆動
力チャージカム面は前記第１のチャージ部材がチャージ方向とは反対の方向に移動できる
ように前記第１のチャージ部材から離間する方向へ移動し、かつ、前記第２駆動力チャー
ジカム面は前記第２のチャージ部材がチャージ方向とは反対の方向に移動できるように前
記第２のチャージ部材から離間する方向へ移動し、
　前記回動軸が前記第５の回動位相に回動されると、前記第１のカムは前記第１の駆動力
で前記第１のシャッタ羽根群が駆動されることを妨げない回動位相に回動され、かつ、前
記第２のカムは前記第２の駆動力で前記第２のシャッタ羽根群が駆動されることを妨げな
い回動位相に回動され、
　前記回動軸が前記第５の回動位相から前記第４の回動位相に回動される過程では、前記
第１駆動力チャージカム面は前記第１のチャージ部材と当接して前記第１のチャージ部材
をチャージ方向に徐々に移動させ、かつ、前記第２駆動力チャージカム面は前記第２のチ
ャージ部材と当接して前記第２のチャージ部材をチャージ方向に徐々に移動させることを
特徴とするカメラ。
【請求項４】
　請求項２に記載のカメラにおいて、
　前記回動軸が第４の回動位相に回動されると、前記第１駆動力チャージカム面は前記第
１のチャージ部材に当接して前記第１の駆動力をチャージし、かつ、前記第２駆動力チャ
ージカム面は前記第２のチャージ部材に当接して前記第２の駆動力をチャージし、
　前記回動軸が第４の回動位相から第５の回動位相に回動される過程では、前記第１駆動
力チャージカム面は前記第１のチャージ部材がチャージ方向とは反対の方向に移動できる
ように前記第１のチャージ部材から離間する方向へ移動し、かつ、前記第２駆動力チャー
ジカム面は前記第２のチャージ部材がチャージ方向とは反対の方向に移動できるように前
記第２のチャージ部材から離間する方向へ移動し、
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　前記回動軸が前記第５の回動位相に回動されると、前記第１のカムは前記第１の駆動力
で前記第１のシャッタ羽根群が駆動されることを妨げない回動位相に回動され、かつ、前
記第２のカムは前記第２の駆動力で前記第２のシャッタ羽根群が駆動されることを妨げな
い回動位相に回動され、
　前記回動軸が前記第５の回動位相から前記第４の回動位相に回動される過程では、前記
第１駆動力チャージカム面は前記第１のチャージ部材と当接して前記第１のチャージ部材
をチャージ方向に徐々に移動させ、かつ、前記第２駆動力チャージカム面は前記第２のチ
ャージ部材と当接して前記第２のチャージ部材をチャージ方向に徐々に移動させ、
　前記第５の回動位相は、前記第３の回動位相に等しいことを特徴とするカメラ。
【請求項５】
　請求項１～４のいずれか一項に記載のカメラにおいて、
　前記第２の回動位相は、さらに第６の回動位相と第７の回動位相とを含み、
　前記回動軸が前記第６の回動位相から前記第７の回動位相に回動される過程では、前記
第３のカムが前記ミラーをダウン姿勢からアップ姿勢へ駆動し、
　前記回動軸が前記第７の回動位相から前記第６の回動位相に回動される過程では、前記
第３のカムが前記ミラーをアップ姿勢からダウン姿勢へ駆動し、
　前記回動軸が前記第６の回動位相に回動されると、前記第３のカムは、前記ミラーをダ
ウン姿勢とする回動位相に回動され、
　前記回動軸が前記第７の回動位相に回動されると、前記第３のカムは、前記ミラーをア
ップ姿勢とする回動位相に回動されることを特徴とするカメラ。
【請求項６】
　請求項３または請求項４に記載のカメラにおいて、
　第１のコイルを有し、前記第１のコイルに通電されると、前記第１の駆動力がチャージ
された前記第１のシャッタ羽根群が前記第１の駆動力で駆動されないように保持する第１
の保持手段と、
　第２のコイルを有し、前記第２のコイルに通電されると、前記第２の駆動力がチャージ
された前記第２のシャッタ羽根群が前記第２の駆動力で駆動されないように保持する第２
の保持手段と、
　前記第１のコイルおよび前記第２のコイルへの通電を制御するコイル制御手段とをさら
に備え、
　前記コイル制御手段は、前記回動軸が第４の回動位相から第５の回動位相に回動される
過程では、前記第１のシャッタ羽根群が前記第１の駆動力で駆動されないように前記第１
のコイルに通電し、かつ、前記第２のシャッタ羽根群が前記第２の駆動力で駆動されない
ように前記第２のコイルに通電することを特徴とするカメラ。
【請求項７】
　請求項６に記載のカメラにおいて、
　前記コイル制御手段は、前記回動軸が第１の回動位相に回動されると前記第１のコイル
および前記第２のコイルに通電しないことを特徴とするカメラ。
【請求項８】
　請求項２に記載のカメラにおいて、
　前記撮像手段による被写体像の撮像を制御する撮像制御手段をさらに備え、
　前記撮像制御手段は、前記回動軸が前記第３の回動位相に回動されると、前記撮像手段
による被写体像の撮像を許可することを特徴とするカメラ。
【請求項９】
　請求項３に記載のカメラにおいて、
　前記撮像手段による被写体像の撮像を制御する撮像制御手段をさらに備え、
　前記撮像制御手段は、前記回動軸が前記第５の回動位相に回動されると、前記撮像手段
による被写体像の撮像を許可することを特徴とするカメラ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　本発明は、カメラの動作を制御する技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　たとえば一眼レフタイプのカメラでは、レリーズボタンが押圧されると、ミラーが撮影
光路から退避し、シャッタ幕が走行して、所定時間だけ撮像素子や銀塩フィルムに被写体
光が導かれて被写体像が撮像される（特許文献１参照）。
【０００３】
【特許文献１】特開平５－１２７２２３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかし、上述したカメラでは、撮影開始からリセット動作の終了までが一連の動作とし
て実施されるため、たとえば、シャッタの先幕のみを走行およびチャージするなど、先幕
だけ、または後幕だけを個別に制御できなかった。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
（１）　請求項１の発明によるカメラは、被写体像を撮像する撮像素子と、撮像素子を遮
光する閉状態と撮像素子に被写体像を導く開状態との間で開閉動作を行う第１および第２
のシャッタ羽根群と、第１のシャッタ羽根群を駆動する第１の駆動力をチャージするため
の第１のチャージ部材と、第２のシャッタ羽根群を駆動する第２の駆動力をチャージする
ための第２のチャージ部材と、第１のチャージ部材と当接して第１のチャージ部材をチャ
ージ方向に移動させることで第１の駆動力をチャージする第１駆動力チャージカム面が形
成された第１のカムと、第２のチャージ部材と当接して第２のチャージ部材をチャージ方
向に移動させることで第２の駆動力をチャージする第２駆動力チャージカム面が形成され
た第２のカムと、撮影光路中にあってファインダーに被写体像を導くダウン姿勢と、撮影
光路から退避して撮像素子に被写体像を導くアップ姿勢との２姿勢の間でミラーを駆動す
るようにカム面が形成された第３のカムと、第１～第３のカムが固定される軸であって、
第１～第３のカムを一体的に回動させる回動軸とを備え、回動軸が第１の回動位相に回動
されると、第１のカムは第１の駆動力で第１のシャッタ羽根群が駆動されることを妨げな
い回動位相に回動され、かつ、第２駆動力チャージカム面は第２のチャージ部材に当接し
て第２の駆動力をチャージし、回動軸が第１の回動位相から第２の回動位相に回動される
過程では、第２駆動力チャージカム面は第２のチャージ部材に当接して第２の駆動力をチ
ャージする状態を維持し、回動軸が第１の回動位相から第２の回動位相に回動されると、
第１駆動力チャージカム面は第１のチャージ部材に当接して第１の駆動力をチャージし、
かつ、第２駆動力チャージカム面は第２のチャージ部材に当接して第２の駆動力をチャー
ジすることを特徴とする。
（２）　請求項２の発明は、請求項１に記載のカメラにおいて、回動軸が第１の回動位相
から第３の回動位相に回動されると、第１のカムは第１の駆動力で第１のシャッタ羽根群
が駆動されることを妨げない回動位相に回動され、かつ、第２のカムは第２の駆動力で第
２のシャッタ羽根群が駆動されることを妨げない回動位相に回動され、回動軸が第３の回
動位相から第１の回動位相に回動される過程では、第１のカムは第１の駆動力で第１のシ
ャッタ羽根群が駆動されることを妨げる回動位相には回動されず、かつ、第２の駆動力を
徐々にチャージするように第２駆動力チャージカム面は第２のチャージ部材と当接するこ
とを特徴とする。
（３）　請求項３の発明は、請求項１または請求項２に記載のカメラにおいて、回動軸が
第４の回動位相に回動されると、第１駆動力チャージカム面は第１のチャージ部材に当接
して第１の駆動力をチャージし、かつ、第２駆動力チャージカム面は第２のチャージ部材
に当接して第２の駆動力をチャージし、回動軸が第４の回動位相から第５の回動位相に回
動される過程では、第１駆動力チャージカム面は第１のチャージ部材がチャージ方向とは
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反対の方向に移動できるように第１のチャージ部材から離間する方向へ移動し、かつ、第
２駆動力チャージカム面は第２のチャージ部材がチャージ方向とは反対の方向に移動でき
るように第２のチャージ部材から離間する方向へ移動し、回動軸が第５の回動位相に回動
されると、第１のカムは第１の駆動力で第１のシャッタ羽根群が駆動されることを妨げな
い回動位相に回動され、かつ、第２のカムは第２の駆動力で第２のシャッタ羽根群が駆動
されることを妨げない回動位相に回動され、回動軸が第５の回動位相から第４の回動位相
に回動される過程では、第１駆動力チャージカム面は第１のチャージ部材と当接して第１
のチャージ部材をチャージ方向に徐々に移動させ、かつ、第２駆動力チャージカム面は第
２のチャージ部材と当接して第２のチャージ部材をチャージ方向に徐々に移動させること
を特徴とする。
（４）　請求項４の発明は、請求項２に記載のカメラにおいて、回動軸が第４の回動位相
に回動されると、第１駆動力チャージカム面は第１のチャージ部材に当接して第１の駆動
力をチャージし、かつ、第２駆動力チャージカム面は第２のチャージ部材に当接して第２
の駆動力をチャージし、回動軸が第４の回動位相から第５の回動位相に回動される過程で
は、第１駆動力チャージカム面は第１のチャージ部材がチャージ方向とは反対の方向に移
動できるように第１のチャージ部材から離間する方向へ移動し、かつ、第２駆動力チャー
ジカム面は第２のチャージ部材がチャージ方向とは反対の方向に移動できるように第２の
チャージ部材から離間する方向へ移動し、回動軸が第５の回動位相に回動されると、第１
のカムは第１の駆動力で第１のシャッタ羽根群が駆動されることを妨げない回動位相に回
動され、かつ、第２のカムは第２の駆動力で第２のシャッタ羽根群が駆動されることを妨
げない回動位相に回動され、回動軸が第５の回動位相から第４の回動位相に回動される過
程では、第１駆動力チャージカム面は第１のチャージ部材と当接して第１のチャージ部材
をチャージ方向に徐々に移動させ、かつ、第２駆動力チャージカム面は第２のチャージ部
材と当接して第２のチャージ部材をチャージ方向に徐々に移動させ、第５の回動位相は、
第３の回動位相に等しいことを特徴とする。
（５）　請求項５の発明は、請求項１～４のいずれか一項に記載のカメラにおいて、第２
の回動位相は、さらに第６の回動位相と第７の回動位相とを含み、回動軸が第６の回動位
相から第７の回動位相に回動される過程では、第３のカムがミラーをダウン姿勢からアッ
プ姿勢へ駆動し、回動軸が第７の回動位相から第６の回動位相に回動される過程では、第
３のカムがミラーをアップ姿勢からダウン姿勢へ駆動し、回動軸が第６の回動位相に回動
されると、第３のカムは、ミラーをダウン姿勢とする回動位相に回動され、回動軸が第７
の回動位相に回動されると、第３のカムは、ミラーをアップ姿勢とする回動位相に回動さ
れることを特徴とする。
（６）　請求項６の発明は、請求項３または請求項４に記載のカメラにおいて、第１のコ
イルを有し、第１のコイルに通電されると、第１の駆動力がチャージされた第１のシャッ
タ羽根群が第１の駆動力で駆動されないように保持する第１の保持手段と、第２のコイル
を有し、第２のコイルに通電されると、第２の駆動力がチャージされた第２のシャッタ羽
根群が第２の駆動力で駆動されないように保持する第２の保持手段と、第１のコイルおよ
び第２のコイルへの通電を制御するコイル制御手段とをさらに備え、コイル制御手段は、
回動軸が第４の回動位相から第５の回動位相に回動される過程では、第１のシャッタ羽根
群が第１の駆動力で駆動されないように第１のコイルに通電し、かつ、第２のシャッタ羽
根群が第２の駆動力で駆動されないように第２のコイルに通電することを特徴とする。
（７）　請求項７の発明は、請求項６に記載のカメラにおいて、コイル制御手段は、回動
軸が第１の回動位相に回動されると第１のコイルおよび第２のコイルに通電しないことを
特徴とする。
（８）　請求項８の発明は、請求項２に記載のカメラにおいて、撮像手段による被写体像
の撮像を制御する撮像制御手段をさらに備え、撮像制御手段は、回動軸が第３の回動位相
に回動されると、撮像手段による被写体像の撮像を許可することを特徴とする。
（９）　請求項９の発明は、請求項３に記載のカメラにおいて、撮像手段による被写体像
の撮像を制御する撮像制御手段をさらに備え、撮像制御手段は、回動軸が第５の回動位相
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に回動されると、撮像手段による被写体像の撮像を許可することを特徴とする。
【発明の効果】
【０００６】
　本発明によれば、回動軸の回動位相に応じて第１のシャッタ羽根群を駆動する第１の駆
動力と第２のシャッタ羽根群を駆動する第２の駆動力とを個別にチャージできるので、シ
ャッタ羽根群の動作制御を多様化できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００７】
　図１～１８を参照して、本発明によるカメラの一実施の形態を説明する。図１（ａ）は
、本発明によるカメラである一眼レフタイプのカメラボディ１を上面から見た断面図であ
り、図１（ｂ）は、カメラボディ１を側面から見た断面図である。カメラボディ１には、
ミラーボックス１０と、シーケンスシャッタ駆動ユニット１００と、遮光幕機構４００と
、撮像素子３と、シーケンスモータ４と、ファインダー光学系２０と、測光ユニット５と
、ＡＦユニット６と、背面表示モニタ７と、制御基板３０とが設けられている。８は、カ
メラボディ１内に装着された電池である。カメラボディ１の前面には、撮影レンズ２が取
り付けられている。説明の便宜上、カメラボディ１の上下方向、左右方向、および前後方
向を各図に記載したように規定する。
【０００８】
　ミラーボックス１０は、メインミラー１１およびサブミラー１２を収容し、撮影光路を
形成する。ミラーボックス１０は、カメラボディ１に取り付けられている。シーケンスシ
ャッタ駆動ユニット１００は、絞り機構や、ミラー回動機構、遮光幕機構４００の後述す
る先幕遮光羽根群および後幕遮光羽根群を駆動する駆動機構である。シーケンスシャッタ
駆動ユニット１００の詳細については後述する。遮光幕機構４００は、先幕遮光羽根群お
よび後幕遮光羽根群を有し、所定時間だけ撮影開口を開放および遮光する装置である。遮
光装置４００の詳細については後述する。
【０００９】
　撮像素子３は、ＣＣＤやＣＭＯＳ等の固体撮像素子で構成され、撮影レンズ２により結
像された被写体像を電気信号に変換する。シーケンスモータ４は、シーケンスシャッタ駆
動ユニット１００の駆動力を発生する駆動源である。ファインダー光学系２０は、ペンタ
プリズム２１や接眼レンズ２２を有し、メインミラー１１で反射された被写体光による像
（被写体像）を観察するためのものである。測光ユニット５は、ペンタプリズム２１から
射出される被写体光を利用して測光するＣＣＤユニットである。ＡＦユニット６は、メイ
ンミラー１１およびサブミラー１２を介して入射される被写体光を利用して焦点検出を行
う。
【００１０】
　背面表示モニタ７は、たとえば液晶表装置などが用いられ、撮影時の各種情報や、撮像
して得られた被写体像の画像や、スルー画像（ライブビュー画像またはライブプレビュー
画像ともいう）などを表示する。なお、スルー画像は、本撮影の前段階として撮像素子３
で繰り返し取得される予備撮影画像である。本撮影は、不図示のレリーズボタンが全押し
操作されたことによる操作信号（撮影指示）に応じて行われる撮影である。制御基板３０
は、カメラボディ１の全体を制御する制御回路３１が搭載された基板である。
【００１１】
　図２は、シーケンスシャッタ駆動ユニット１００および遮光幕機構４００を左斜め前方
から見た斜視図であり、図３は、シーケンスシャッタ駆動ユニット１００および遮光幕機
構４００を右斜め後方から見た斜視図である。図４，５は、シーケンスシャッタ駆動ユニ
ット１００の一部分についての分解図である。また、図６は、シーケンスシャッタ駆動ユ
ニット１００を右斜め後方から見た図である。以下に述べる各部の構成については、撮影
開始前（レリーズ動作開始前）の状態を前提として説明する。
【００１２】
－－－シーケンスシャッタ駆動ユニット１００－－－
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　シーケンスシャッタ駆動ユニット１００は、シーケンス地板１１０上に各カムや各レバ
ー、各ギヤなどが設けられている。シーケンス地板１１０は、互いに略直交する第１地板
１１１と第２地板１１２とを有し、第１地板１１１と第２地板１１２とによって上方から
見たときに略Ｌ字形状に形成されている。
【００１３】
　第１地板１１１は、カメラボディ１の前後方向および上下方向に延在している。第１地
板１１１の左側側面には、先幕チャージカム１２１と、後幕チャージカム１２２と、先幕
チャージカムレバー１２３と、後幕チャージカムレバー１２４と、絞り制御レバー１２５
と、絞り制御ギヤ１２６と、エンコーダギヤ１２７と、ラチェットギヤ１２８と、減速ギ
ヤユニット１３０と、カムコード基板１６１とが取り付けられている。第１地板１１１の
右側側面には、ミラー駆動カム１５１と、絞り制御レバー駆動カム１５２と、ミラー駆動
カムレバー１５３と、絞り制御レバー駆動カムレバー１５４とが取り付けられている。
【００１４】
　第２地板１１２は、カメラボディ１の左右方向および上下方向に延在している。第２地
板１１２の前面には、先幕駆動レバー１４１と、後幕駆動レバー１４２と、先幕マグネッ
ト１４３と、後幕マグネット１４４とが取り付けられている。第２地板１１２の後面には
、先幕従動アーム支持ピン１８３と、後幕従動アーム支持ピン１８４とが植設されている
（図６）。第２地板１１２には、後述する遮光幕機構４００の前ケース４６０や後カバー
４７０をビスによって固定するためのねじ穴１１２ｅ，１１２ｆが設けられている。なお
、第２地板１１２は、第１地板１１１の後側端部から左側に向かって延在する。
【００１５】
　シーケンス地板１１０では、第１地板１１１および第２地板１１２に取り付けられる各
構成要素の配設位置の精度や、たとえば動作する部品の移動軌跡や停止位置といった動作
の精度を必要かつ十分に確保するために、その製作精度や剛性等が必要かつ十分に確保さ
れている。シーケンス地板１１０は、第１地板１１１の右側側面でミラーボックス１０の
左側側面に取り付けられている。また、シーケンス地板１１０には、第２地板１１２の後
面に遮光機構４００が取り付けられている。なお、シーケンス地板１１０は、ミラーボッ
クス１０に固定されて、メインミラー１１の駆動機構が配設されるプレートであると言え
る。
【００１６】
　先幕チャージカム１２１は、後述する先幕駆動レバー１４１を駆動して、後述する先幕
遮光羽根群をチャージする（先幕遮光羽根群の駆動力をチャージする）ためのカムであり
、後幕チャージカム１２２は、後述する後幕駆動レバー１４２を駆動して、後述する後幕
遮光羽根群をチャージする（後幕遮光羽根群の駆動力をチャージする）ためのカムである
。先幕チャージカム１２１および後幕チャージカム１２２は、カムギヤ１７１と一体的に
形成されており、回転軸（カム軸１７２）が取り付けられている（図４，５）。カム軸１
７２が第１地板１１１に設けられた軸支穴１１１ａに挿通されて回動可能に軸支されるこ
とで、先幕チャージカム１２１および後幕チャージカム１２２は、第１地板１１１に対し
て回動可能に支持される。また、カムギヤ１７１が後述する減速ギヤユニット１３０の減
速ギヤ列１３１の低速側のギヤと噛合しているので、先幕チャージカム１２１および後幕
チャージカム１２２は、減速ギヤユニット１３０を介して伝達されるシーケンスモータ４
の駆動力によって回動される。
【００１７】
　なお、各チャージカム１２１，１２２のカム面の形状は、カム軸１７２の回動方向にか
かわらず各駆動レバー１４１，１４２を駆動できるように形成されている。また、各チャ
ージカム１２１，１２２のカム面の形状は、各駆動レバー１４１，１４２が慣性力によっ
てカムの押出量以上に動いてしまうことを抑止するように形成されている。
【００１８】
　先幕チャージカムレバー１２３は、先幕チャージカム１２１によって駆動されるレバー
であり、カム当接部１２３ａと、先幕駆動レバー当接部１２３ｂとを有している（図４，
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５）。先幕チャージカムレバー１２３は、先幕遮光羽根群の駆動力をチャージするための
チャージ部材である。カム当接部１２３ａは、先幕チャージカム１２１のカム面に当接す
る部位である。先幕駆動レバー当接部１２３ｂは、後述する先幕駆動レバー１４１に当接
する部位である。先幕チャージカムレバー１２３は、第１地板１１１の左側側面に植設さ
れた軸１１１ｃに回動可能に軸支されており、カム当接部１２３ａが先幕チャージカム１
２１のカム面に当接して追従するように不図示の軽荷重のバネによって付勢されている。
【００１９】
　後幕チャージカムレバー１２４は、後幕チャージカム１２２によって駆動されるレバー
であり、カム当接部１２４ａと、後幕駆動レバー当接部１２４ｂとを有している（図４，
５）。後幕チャージカムレバー１２４は、後幕遮光羽根群の駆動力をチャージするための
チャージ部材である。カム当接部１２４ａは、後幕チャージカム１２２のカム面に当接す
る部位である。後幕駆動レバー当接部１２４ｂは、後述する後幕駆動レバー１４２に当接
する部位である。後幕チャージカムレバー１２４は、第１地板１１１の左側側面に植設さ
れた軸１１１ｄに回動可能に軸支されており、カム当接部１２４ａが後幕チャージカム１
２２のカム面に当接して追従するように不図示の軽荷重のバネによって付勢されている。
【００２０】
　絞り制御レバー１２５は、第１地板１１１に設けられた軸支穴１１１ａと同軸の軸１１
１ｂを中心に回動可能に軸支されたレバーであり、撮影レンズ２の絞りを駆動する部材で
ある。絞り制御レバー１２５は、前方に延在する腕１２５ａと、当接部１２５ｂと、上方
に延在する腕１２５ｃと、扇形ギヤ部１２５ｄとを備えている（図４，５）。絞り制御レ
バー１２５は、後述するように絞り制御レバー駆動カムレバー１５４と不図示のバネを介
して連結されて、腕１２５ａの下端が絞り制御レバー駆動カムレバー１５４と当接するよ
うに、この不図示のバネによって腕１２５ａが下方向に付勢されている。絞り制御レバー
１２５は、腕１２５ａの下端が絞り制御レバー駆動カムレバー１５４と当接することで、
腕１２５ａの下方向への回動が規制されている。腕１２５ａの先端には、当接部１２５ｂ
が設けられ、カメラボディ１に装着した撮影レンズ２の不図示のレンズ側絞りレバーと当
接する。
【００２１】
　扇形ギヤ部１２５ｄは、軸１１１ｂを中心とした円弧に沿って腕１２５ｃの先端に設け
られた扇状のギヤ部分であり、後述する絞り制御ギヤ１２６の入力側（低速側）のギヤと
噛合している。
【００２２】
　絞り制御ギヤ１２６は、絞り制御レバー１２５の回転量を拡大するギヤ列である。絞り
制御ギヤ１２６の入力側（低速側）のギヤは、上述したように絞り制御レバー１２５の扇
形ギヤ部１２５ｄと噛合する。絞り制御ギヤ１２６の出力側（高速側）のギヤには、エン
コーダギヤ１２７およびラチェットギヤ１２８が取り付けられている。エンコーダギヤ１
２７には、スリット（小穴）が円周方向に沿って等間隔で複数設けられ、このエンコーダ
ギヤ１２７を挟み込むように不図示のフォトインタラプタが設けられている。絞り制御レ
バー１２５が絞り込み方向に回動されると、絞り制御ギヤ１２６で回動量が拡大されて、
エンコーダギヤ１２７の小穴の位置に応じてオンオフ信号（パルス信号）がフォトインタ
ラプタから制御回路３１に出力される。すなわち、絞り制御レバー１２５の回動量は、フ
ォトインタラプタから出力されるパルス信号のパルス数に基づいて検出できる。
【００２３】
　ラチェットギヤ１２８は、不図示の係止レバーの爪と係合可能なラチェット部を外周部
に有する。
【００２４】
　減速ギヤユニット１３０は、上述した減速ギヤ列１３１とエンコーダギヤ１３２とを有
し、シーケンスモータ４の駆動力を減速してカムギヤ１７１に伝達する（図４）。減速ギ
ヤユニット１３０は、第１地板１１１にビス止めによって固定されている。エンコーダギ
ヤ１３２は、減速ギヤ列１３１の入力側（低速側）のギヤに取り付けられている。エンコ
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ーダギヤ１３２には、上述したエンコーダギヤ１２７と同様にスリットが円周方向に沿っ
て等間隔で複数設けられ、このエンコーダギヤ１３２を挟み込むように不図示のフォトイ
ンタラプタが設けられている。シーケンスモータ４が駆動されると、エンコーダギヤ１３
２の小穴の位置に応じてオンオフ信号（パルス信号）がフォトインタラプタから制御回路
３１に出力される。シーケンスモータ４の回動量は、フォトインタラプタから出力される
パルス信号のパルス数に基づいて検出できる。
【００２５】
　カムコード基板１６１は、カム軸１７２に取り付けられて、先幕チャージカム１２１、
後幕チャージカム１２２、および後述するミラー駆動カム１５１や絞り制御レバー駆動カ
ム１５２と一体的に回動する基板である。カムコード基板１６１の左側の表面には電極パ
ターンが設けられており、不図示のブラシが接触している。このブラシが接触する電極パ
ターン間の導通の有無がカムコード基板１６１の回動に伴って変化するので、電極パター
ン間の導通の有無を検出することで、各カムの位相を検出できる。
【００２６】
　具体的には、カムコード基板１６１では、電極パターンと不図示のブラシによって、３
つのスイッチが構成されている。この３つのスイッチはそれぞれオンされると不図示の接
地線と検出端子とを接続し、オフされると不図示の接地線と検出端子とを切断する。各ス
イッチのオンオフ状態は、カム軸１７２の回動位相によってそれぞれ変化する。したがっ
て、３つのスイッチのオンオフ状態の組み合わせ、すなわち不図示の検出端子の接地状態
の組み合わせから各カムの位相を判断できる。カム軸１７２の回動位相（すなわち各カム
の位相）と３つのスイッチのオンオフ状態との関係については後述する。
【００２７】
　先幕駆動レバー１４１は、後述する遮光幕機構４００の先幕遮光羽根群４１１を駆動す
るためのレバーであり、中空軸部１４１ａと、先幕駆動レバー突部１４１ｂと、当接部１
４１ｄと、マグネット吸着部１４１ｅとを有し（図４，５，６）、第２地板１１２に対し
て回動可能に取り付けられる。
【００２８】
　中空軸部１４１ａは、先幕駆動レバー１４１の前面の一端側に前方に向かって植設され
た中空軸である。先幕駆動レバー突部１４１ｂは、先幕駆動レバー１４１の後面の他端側
に後方に向かって植設された軸状の部位であり、その先端部分が、後述する先幕遮光羽根
群４１１の先幕主アーム４２１に設けられた係合穴４２１ｂと係合する。なお、先幕駆動
レバー突部１４１ｂが第２地板１１２の後面に突出して先幕主アーム４２１の係合穴４２
１ｂと係合できるように、そして、先幕駆動レバー１４１の回動による先幕駆動レバー突
部１４１ｂの動きを妨げないように、第２地板１１２には長穴１１２ｃが設けられている
。
【００２９】
　当接部１４１ｄは、先幕駆動レバー１４１の前面の他端側に設けられて、先幕チャージ
カムレバー１２３の先幕駆動レバー当接部１２３ｂと当接する部位である。マグネット吸
着部１４１ｅは、先幕駆動レバー１４１の前面に設けられて、後述する先幕マグネット１
４３によって吸着される部位である。
【００３０】
　先幕駆動レバー１４１には、中空軸部１４１ａの前端面から後端面にかけて貫通孔１４
１ｆが設けられている（図４，５）。この貫通孔１４１ｆには、第２地板１１２に固定さ
れた先幕駆動レバー係止ピン１８１が挿入される。これにより、先幕駆動レバー１４１は
、先幕駆動レバー係止ピン１８１に回動可能に軸支されるとともに、上下左右方向への移
動が規制される。また、先幕駆動レバー１４１は、第２地板１１２によって後方への移動
が規制され、先幕駆動レバー係止ピン１８１からの抜け止めがなされることで前方への移
動が規制される。先幕駆動レバー１４１は、バネ１４５の付勢力によって、先幕駆動レバ
ー１４１を前方から見たときに中空軸部１４１ａの中心軸を中心として時計方向に付勢さ
れている。
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【００３１】
　後幕駆動レバー１４２は、後述する遮光幕機構４００の後幕遮光羽根群４３１を駆動す
るためのレバーであり、中空軸部１４２ａと、後幕駆動レバー突部１４２ｂと、当接部１
４２ｄと、マグネット吸着部１４２ｅとを有し（図４，５，６）、第２地板１１２に対し
て回動可能に取り付けられる。
【００３２】
　中空軸部１４２ａは、後幕駆動レバー１４２の前面の一端側に前方に向かって植設され
た中空軸である。後幕駆動レバー突部１４２ｂは、後幕駆動レバー１４２の後面の他端側
に後方に向かって植設された軸状の部位であり、その先端部分が、後述する後幕遮光羽根
群４３１の後幕主アーム４４１に設けられた係合穴４４１ｂと係合する。なお、後幕駆動
レバー突部１４２ｂが第２地板１１２の後面に突出して後幕主アーム４４１の係合穴４４
１ｂと係合できるように、そして、後幕駆動レバー１４２の回動による後幕駆動レバー突
部１４２ｂの動きを妨げないように、第２地板１１２には長穴１１２ｄが設けられている
。
【００３３】
　当接部１４２ｄは、後幕駆動レバー１４２の前面に設けられて、後幕チャージカムレバ
ー１２４の後幕駆動レバー当接部１２４ｂと当接する部位である。マグネット吸着部１４
２ｅは、後幕駆動レバー１４２の前面に設けられて、後述する後幕マグネット１４４によ
って吸着される部位である。
【００３４】
　後幕駆動レバー１４２には、中空軸部１４２ａの前端面から後端面にかけて貫通孔１４
２ｆが設けられている（図４，５）。この貫通孔１４２ｆには、第２地板１１２に固定さ
れた後幕駆動レバー係止ピン１８２が挿入される。これにより、後幕駆動レバー１４２は
、後幕駆動レバー係止ピン１８２に回動可能に軸支されるとともに、上下左右方向への移
動が規制される。また、後幕駆動レバー１４２は、第２地板１１２によって後方への移動
が規制され、後幕駆動レバー係止ピン１８２からの抜け止めがなされることで前方への移
動が規制される。後幕駆動レバー１４２は、バネ１４６の付勢力によって、後幕駆動レバ
ー１４２を前方から見たときに中空軸部１４２ａの中心軸を中心として時計方向に付勢さ
れている。
【００３５】
　先幕駆動レバー１４１、後幕駆動レバー１４２、およびバネ１４５，１４６によって、
先幕遮光羽根群４１１および後幕遮光羽根群４３１、すなわちシャッタ羽根を駆動するシ
ャッタ羽根駆動機構が構成されている。
【００３６】
　先幕マグネット１４３は、励磁コイルに通電されることによって当接している先幕駆動
レバー１４１のマグネット吸着部１４１ｅを吸着して保持するマグネットである。なお、
先幕マグネット１４３は、励磁コイルへの通電が停止されると、マグネット吸着部１４１
ｅを離脱可能に釈放する。
【００３７】
　後幕マグネット１４４は、励磁コイルに通電されることによって当接している後幕駆動
レバー１４２のマグネット吸着部１４２ｅを吸着して保持するマグネットである。なお、
後幕マグネット１４４は、励磁コイルへの通電が停止されると、マグネット吸着部１４２
ｅを離脱可能に釈放する。
【００３８】
　先幕従動アーム支持ピン１８３は、第２地板１１２の後面に植設された段付きの軸状部
材であり、後側で径が小さい小径部１８３ａと、前側で径が大きい大径部１８３ｂとを有
する。先幕従動アーム支持ピン１８３は、後述するように、遮光幕機構４００の先幕従動
アーム４２２を回動可能に支持する。後幕従動アーム支持ピン１８４は、第２地板１１２
の後面に植設された段付きの軸状部材であり、後側で径が小さい小径部１８４ａと、前側
で径が大きい大径部１８４ｂとを有する。後幕従動アーム支持ピン１８４は、後述するよ
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うに、遮光幕機構４００の後幕従動アーム４４２を回動可能に支持する。
【００３９】
　ミラー駆動カム１５１は、後述するミラー駆動カムレバー１５３を駆動するためのカム
であり、絞り制御レバー駆動カム１５２は、後述する絞り制御レバー駆動カムレバー１５
４を駆動するためのカムである。ミラー駆動カム１５１および絞り制御レバー駆動カム１
５２は、一体的に形成されており、カム軸１７２に取り付けられている（図４，５，６）
。カム軸１７２が上述したように第１地板１１１に設けられた軸支穴１１１ａに挿通され
て回動可能に軸支されているので、ミラー駆動カム１５１および絞り制御レバー駆動カム
１５２は、第１地板１１１に対して回動可能に支持される。また、カムギヤ１７１が減速
ギヤユニット１３０の減速ギヤ列１３１の低速側のギヤと噛合するので、ミラー駆動カム
１５１および絞り制御レバー駆動カム１５２は、上述した先幕チャージカム１２１および
後幕チャージカム１２２とともに、減速ギヤユニット１３０を介して伝達されるシーケン
スモータ４の駆動力によって一体的に回動される。
【００４０】
　なお、各チャージカム１２１，１２２と同様に、各駆動カム１５１，１５２のカム面の
形状は、カム軸１７２の回動方向にかかわらず各駆動カムレバー１５３，１５４を駆動で
きるように形成されている。また、各駆動カム１５１，１５２のカム面の形状は、各駆動
カムレバー１５３，１５４が慣性力によってカムの押出量以上に動いてしまうことを抑止
するように形成されている。
【００４１】
　ミラー駆動カムレバー１５３は、ミラー駆動カム１５１によって駆動されるレバーであ
り、カム当接部１５３ａと、ミラー駆動軸当接部１５３ｂと、バネ係止部１５３ｃとを有
している（図４，５，６）。カム当接部１５３ａは、ミラー駆動カム１５１のカム面に当
接する部位である。ミラー駆動軸当接部１５３ｂは、図７に示すように、メインミラー１
１を保持するメインミラー保持枠１３の左方に延在するピン１３ａに当接してこれを押し
上げるための部位である。バネ係止部１５３ｃは、不図示のメインミラー駆動バネの一端
が係止される部位である。なお、不図示のメインミラー駆動バネの他端は、第１地板１１
１の右側側面に係止されている。
【００４２】
　ミラー駆動カムレバー１５３は、第１地板１１１の右側側面に植設された軸１１１ｅに
回動可能に軸支されている（図６，７）。なお、ミラー駆動カムレバー１５３は、カメラ
ボディ１の右側から見たときに不図示のメインミラー駆動バネの付勢力によって軸１１１
ｅを中心として反時計方向に付勢されている。すなわち、ミラー駆動カムレバー１５３は
、カム当接部１５３ａがミラー駆動カム１５１のカム面に当接して追従するように不図示
のメインミラー駆動バネによって付勢されている。なお、ミラー駆動カムレバー１５３は
、メインミラー１１を揺動駆動させるためのメインミラー駆動レバーであるとも言える。
【００４３】
　絞り制御レバー駆動カムレバー１５４は、絞り制御レバー駆動カム１５２によって駆動
されるレバーであり、カム当接部１５４ａと、絞り制御レバー当接部１５４ｂと、バネ係
止部１５４ｃとを有する（図４～７）。絞り制御レバー駆動カムレバー１５４は、第１地
板１１１の右側側面に植設された軸１１１ｆに対して、一端側で回動可能に軸支されてい
る（図６，７）。
【００４４】
　カム当接部１５４ａは、絞り制御レバー駆動カムレバー１５４の他端側で、絞り制御レ
バー駆動カム１５２のカム面に当接する部位である。
【００４５】
　絞り制御レバー当接部１５４ｂは、絞り制御レバー駆動カムレバー１５４の他端側の左
側面に植設された軸状の部位であり、絞り制御レバー１２５の腕１２５ａの下端に当接し
てこれを押し上げるための部位である。絞り制御レバー当接部１５４ｂは、絞り制御レバ
ー１２５の腕１２５ａと不図示のバネを介して連結されている。なお、絞り制御レバー当
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接部１５４ｂが第１地板１１１の左側面に突出して絞り制御レバー１２５の腕１２５ａの
下端に当接できるように、そして、絞り制御レバー駆動カムレバー１５４の回動による絞
り制御レバー当接部１５４ｂの動きを妨げないように、第１地板１１１には長穴１１１ｇ
が設けられている。
【００４６】
　バネ係止部１５４ｃは、バネ（絞り開放バネ）１７３の一端が係止される部位である（
図２）。なお、絞り開放バネ１７３の他端は、第１地板１１１の右側側面に係止されてい
る。絞り制御レバー駆動カムレバー１５４は、絞り開放バネ１７３の付勢力によってカメ
ラボディ１の右側から見たときに軸１１１ｆを中心として時計方向に付勢されている。す
なわち、絞り制御レバー駆動カムレバー１５４は、カム当接部１５４ａが絞り制御レバー
駆動カム１５２のカム面に当接して追従するように、また、絞り制御レバー当接部１５４
ｂが絞り制御レバー１２５の腕１２５ａの下端に当接してこれを押し上げるように絞り開
放バネ１７３によって付勢されている。
【００４７】
－－－遮光幕機構４００－－－
　図８は、シーケンスシャッタ駆動ユニット１００と遮光幕機構４００とを分離した状態
で左斜め前方から見た斜視図であり、図９は、シーケンスシャッタ駆動ユニット１００と
遮光幕機構４００とを分離した状態で左斜め後方から見た斜視図である。図１０は、遮光
幕機構４００の分解図である。遮光幕機構４００は、先幕遮光羽根群４１１と、先幕主ア
ーム４２１と、先幕従動アーム４２２と、後幕遮光羽根群４３１と、後幕主アーム４４１
と、後幕従動アーム４４２と、仕切板４５１と、前ケース４６０と、後カバー４７０とを
備えている（図１０）。
【００４８】
　先幕遮光羽根群４１１は、後述する前ケース４６０の撮影開口４６１を開放および遮光
するための遮光羽根群（シャッタ羽根群）であり、３枚の羽根から成る。先幕主アーム４
２１および先幕従動アーム４２２は、先幕遮光羽根群４１１を駆動するためのアームであ
り、かしめピンによって先幕遮光羽根群４１１の各羽根がそれぞれ回動可能に取り付けら
れている。先幕主アーム４２１は、回動軸穴４２１ａと、係合穴４２１ｂとを有し、先幕
従動アーム４２２は、回動軸穴４２２ａを有する。
【００４９】
　後幕遮光羽根群４３１は、先幕遮光羽根群４１１と同様に撮影開口４６１を開放および
遮光するための遮光羽根群（シャッタ羽根群）であり、３枚の羽根から成る。後幕主アー
ム４４１および後幕従動アーム４４２は、後幕遮光羽根群４３１を駆動するためのアーム
であり、かしめピンによって後幕遮光羽根群４３１の各羽根がそれぞれ回動可能に取り付
けられている。後幕主アーム４４１は、回動軸穴４４１ａと、係合穴４４１ｂとを有し、
後幕従動アーム４４２は、回動軸穴４４２ａを有する。
【００５０】
　仕切板４５１は、先幕遮光羽根群４１１と後幕遮光羽根群４３１とが干渉するのを防止
する機能を有する部材であり、撮影開口４６１に対応する開口４５１ａが設けられている
。
【００５１】
　前ケース４６０は、先幕遮光羽根群４１１および後幕遮光羽根群４３１が収容されるケ
ースであり、ミラーボックス１０側の被写体光から撮像素子３側を遮光する機能も有する
。前ケース４６０には、撮影開口４６１と、長穴４６２，４６３と、主アーム回動軸貫通
孔４６４，４６５と、従動アーム回動軸貫通孔４６６，４６７と、ビス穴４６８，４６９
とが設けられている。
【００５２】
　撮影開口４６１は、撮像素子３に被写体光を導くための開口である。長穴４６２は、先
幕駆動レバー１４１の先幕駆動レバー突部１４１ｂが挿通される穴であり、先幕駆動レバ
ー１４１の回動による先幕駆動レバー突部１４１ｂの動きを妨げないように長穴形状を呈
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している。同様に、長穴４６３は、後幕駆動レバー１４２の後幕駆動レバー突部１４２ｂ
が挿通される穴であり、後幕駆動レバー１４２の回動による後幕駆動レバー突部１４２ｂ
の動きを妨げないように長穴形状を呈している。
【００５３】
　主アーム回動軸貫通孔４６４，４６５は、それぞれ先幕駆動レバー係止ピン１８１の後
方端部１８１ａおよび後幕駆動レバー係止ピン１８２の後方端部１８２ａが挿通される穴
である。従動アーム回動軸貫通孔４６６，４６７は、それぞれ先幕従動アーム支持ピン１
８３および後幕従動アーム支持ピン１８４が挿通される穴である。なお、先幕駆動レバー
係止ピン１８１および後幕駆動レバー係止ピン１８２は、上述したように第２地板１１２
に固定されているが、その後方端部１８１ａ，１８２ａは、第２地板１１２の後方に突出
している（図６，９）。すなわち、先幕駆動レバー係止ピン１８１および後幕駆動レバー
係止ピン１８２は、第２地板１１２に設けられた穴１１２ａ、１１２ｂ（図４～６，９）
を貫通した状態で第２地板１１２に固定されている。
【００５４】
　ビス穴４６８，４６９は、前ケース４６０を第２地板１１２に取り付けるために設けら
れた貫通孔である。なお、前ケース４６０は、後幕遮光羽根群４３１や各アーム４４１，
４４２が直接触れることで、または、仕切板４５１や後カバー４７０を介して、走行する
遮光羽根群４１１，４３１や回動する各アーム４２１，４２２，４４１，４４２の力の影
響を受ける。そのため、第２地板１１２に対する前ケース４６０の固定は、遮光幕機構４
００へ入力される遮光羽根群４１１，４３１の駆動力の作用点近傍である、各アーム４２
１，４２２，４４１，４４２の近傍で行うようにすることが望ましい。そこで、ビス穴４
６８，４６９は、各アーム４２１，４２２，４４１，４４２の近傍に設けられている。な
お、第２地板１１２のねじ穴１１２ｅ，１１２ｆは、このビス穴４６８，４６９の位置に
合わせて設けられている。
【００５５】
　後カバー４７０は、前ケース４６０の後方から取り付けられて、前ケース４６０の後方
を閉じるための板状部材である。後カバー４７０は、前ケース４６０の撮影開口４６１に
対応する開口４７１と、前ケース４６０の長穴４６２，４６３に対応する長穴４７２，４
７３と、ビス穴４７４と、前ケースビス取り付け穴４７５とを有する。
【００５６】
　なお、ビス穴４７４は、前ケース４６０のビス穴４６８に対応する位置に設けられてお
り、図９に示すように、ビス１９１によって第２地板１１２のねじ穴１１２ｅに対して、
後カバー４７０が前ケース４６０とともに共締めされるように構成されている。また、前
ケースビス取り付け穴４７５は、前ケース４６０に対して後カバー４７０を装着した後に
、ビス１９２によって第２地板１１２のねじ穴１１２ｆに対して、前ケース４６０を固定
できるように、ビス１９２が貫通可能に構成されている。
【００５７】
　なお、遮光幕機構４００では、前ケース４６０と仕切板４５１との間に後幕遮光羽根群
４３１が配設され、仕切板４５１と後カバー４７０との間に先幕遮光羽根群４１１が配設
される。前ケース４６０と後カバー４７０とによって、遮光羽根群の収納部、すなわちシ
ャッタ羽根収納部が構成されている。
【００５８】
　遮光幕機構４００がシーケンスシャッタ駆動ユニット１００に取り付けられる前には、
すなわち、遮光幕機構４００が組み立てられると、先幕主アーム４２１の回動軸穴４２１
ａおよび係合穴４２１ｂがそれぞれ前ケース４６０の主アーム回動軸貫通孔４６４および
長穴４６２の後方に位置するように構成されている（図８，９）。また、遮光幕機構４０
０が組み立てられると、先幕従動アーム４２２の回動軸穴４２２ａが前ケース４６０の従
動アーム回動軸貫通孔４６６の後方に位置するように構成されている。同様に、遮光幕機
構４００が組み立てられると、後幕主アーム４４１の回動軸穴４４１ａおよび係合穴４４
１ｂがそれぞれ前ケース４６０の主アーム回動軸貫通孔４６５および長穴４６３の後方に



(14) JP 5251361 B2 2013.7.31

10

20

30

40

50

位置するように、後幕従動アーム４４２の回動軸穴４４２ａが前ケース４６０の従動アー
ム回動軸貫通孔４６７の後方に位置するように構成されている。
【００５９】
　このように構成される遮光幕機構４００がシーケンスシャッタ駆動ユニット１００に取
り付けられると、遮光幕機構４００の各部は、シーケンスシャッタ駆動ユニット１００の
各部と以下の（ａ）～（ｆ）のような関係となる。
（ａ）　先幕駆動レバー係止ピン１８１の後方端部１８１ａが前ケース４６０の主アーム
回動軸貫通孔４６４および先幕主アーム４２１の回動軸穴４２１ａに挿通される。これに
より、先幕主アーム４２１は、先幕駆動レバー係止ピン１８１で回動可能に軸支される。
【００６０】
（ｂ）　先幕駆動レバー１４１の先幕駆動レバー突部１４１ｂが前ケース４６０の長穴４
６２および先幕主アーム４２１の係合穴４２１ｂに挿通される。これにより、先幕駆動レ
バー１４１の先幕駆動レバー突部１４１ｂが先幕主アーム４２１の係合穴４２１ｂと係合
する。
【００６１】
（ｃ）　先幕従動アーム支持ピン１８３の大径部１８３ｂが従動アーム回動軸貫通孔４６
６に挿通され、先幕従動アーム支持ピン１８３の小径部１８３ａが先幕従動アーム４２２
の回動軸穴４２２ａに挿通される。これにより、先幕従動アーム４２２は、先幕従動アー
ム支持ピン１８３で回動可能に軸支される。
【００６２】
（ｄ）　後幕駆動レバー係止ピン１８２の後方端部１８２ａが主アーム回動軸貫通孔４６
５および後幕主アーム４４１の回動軸穴４４１ａに挿通される。これにより、後幕主アー
ム４４１は、後幕駆動レバー係止ピン１８２で回動可能に軸支される。
【００６３】
（ｅ）　後幕駆動レバー１４２の後幕駆動レバー突部１４２ｂが前ケース４６０の長穴４
６３および後幕主アーム４４１の係合穴４４１ｂに挿通される。これにより、後幕駆動レ
バー１４２の後幕駆動レバー突部１４２ｂが後幕主アーム４４１の係合穴４４１ｂと係合
する。
【００６４】
（ｆ）　後幕従動アーム支持ピン１８４の大径部１８４ｂが従動アーム回動軸貫通孔４６
７に挿通され、後幕従動アーム支持ピン１８４の小径部１８４ａが後幕従動アーム４４２
の回動軸穴４４２ａに挿通される。これにより、後幕従動アーム４４２は、後幕従動アー
ム支持ピン１８４で回動可能に軸支される。
【００６５】
　なお、上述したように、前ケース４６０および後カバー４７０がビス１９１，１９２で
第２地板１１２に取り付けられることで、遮光幕機構４００がシーケンスシャッタ駆動ユ
ニット１００に対して取り付けられて固定される（図９）。
【００６６】
　このように、遮光幕機構４００がシーケンスシャッタ駆動ユニット１００に対して取り
付けられると、上述したように、先幕主アーム４２１が先幕駆動レバー係止ピン１８１で
回動可能に軸支され、先幕従動アーム４２２が先幕従動アーム支持ピン１８３で回動可能
に軸支される。先幕主アーム４２１および先幕従動アーム４２２が先幕駆動レバー係止ピ
ン１８１および先幕従動アーム支持ピン１８３を中心に回転駆動されると、先幕遮光羽根
群４１１が連動して駆動される。すなわち、先幕主アーム４２１と先幕従動アーム４２２
とによって構成される周知のリンク機構によって先幕遮光羽根群４１１の３枚の羽根が連
動して駆動されて、前ケース４６０の撮影開口４６１を上下方向に移動するように構成さ
れている。
【００６７】
　同様に、遮光幕機構４００がシーケンスシャッタ駆動ユニット１００に対して取り付け
られると、上述したように、後幕主アーム４４１が後幕駆動レバー係止ピン１８２で回動
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可能に軸支され、後幕従動アーム４４２が後幕従動アーム支持ピン１８４で回動可能に軸
支される。後幕主アーム４４１および後幕従動アーム４４２が後幕駆動レバー係止ピン１
８２および後幕従動アーム支持ピン１８４を中心に回転駆動されると、後幕遮光羽根群４
３１が連動して駆動される。すなわち、後幕主アーム４４１と後幕従動アーム４４２とに
よって構成される周知のリンク機構によって後幕遮光羽根群４３１の３枚の羽根が連動し
て駆動されて、前ケース４６０の撮影開口４６１を上下方向に移動するように構成されて
いる。
【００６８】
－－－各カムの位相およびカムコード基板１６１のスイッチの状態について－－－
　カム軸１７２の回動位相の変化（すなわち各カムの位相の変化）と、カムコード基板１
６１の３つのスイッチのオンオフ状態との関係について、図１１を参照して説明する。図
１１は、カム軸１７２の回動位相を横軸に、各カムのリフト量および３つのスイッチのオ
ンオフ状態を縦軸にとったグラフである。ここで、リフト量とは、各カムのカム面に当接
する相手側の部材押し出す距離（押出量）を指す。説明の便宜上、後述するライブビュー
モードでの本撮影などではなく、従来の一眼レフカメラと同様の通常の本撮影を行う際の
露光時点におけるカム軸１７２の回動位相（回動角度）を０度とし、図示右側が正の値と
なるように回動角度を規定する。なお、カム軸１７２の回動方向については、回動角度が
減少する方向（図示左側）に向かって回転する場合を正転とし、回動角度が増加する方向
（図示右側）に向かって回転する場合を逆転とする。
【００６９】
　カム軸１７２の回動角度が０度付近となる、図中のＣの領域（Ｃ領域）にある場合には
、先幕チャージカム１２１および後幕チャージカム１２２は、先幕チャージカムレバー１
２３および後幕チャージカムレバー１２４のカム当接部１２３ａ，１２４ａの押出量（す
なわちリフト量）が最も少ない状態となる。ミラー駆動カム１５１は、ミラー駆動カムレ
バー１５３のカム当接部１５３ａの前方への押出量（すなわちリフト量）が最も少ない状
態となる。絞り制御レバー駆動カム１５２は、絞り制御レバー駆動カムレバー１５４のカ
ム当接部１５４ａの下方への押出量（すなわちリフト量）が最も多い状態となる。カムコ
ード基板１６１の３つのスイッチ（ＳＷ１，ＳＷ２，ＳＷ３）はいずれもオンとなる。し
たがって、各スイッチにそれぞれ接続された不図示の検出端子は接地される。
【００７０】
　カム軸１７２がＣ領域から逆転すると、回動角度が図中のＢの領域（Ｂ領域）内ではカ
ム軸１７２の回動角度が増えるにつれて（逆転するにつれて）、先幕チャージカム１２１
および後幕チャージカム１２２のリフト量は徐々に増える。同様に、カム軸１７２の回動
角度が増えるにつれて、ミラー駆動カム１５１のリフト量は徐々に増える。カム軸１７２
の回動角度が増えるにつれて、絞り制御レバー駆動カム１５２のリフト量は徐々に減る。
カムコード基板１６１の３つのスイッチは、ＳＷ１がオフとなり、ＳＷ２，ＳＷ３がオン
となる。したがって、ＳＷ２，ＳＷ３にそれぞれ接続された不図示の検出端子は接地され
る。
【００７１】
　カム軸１７２の回動角度が図中のＡの領域（Ａ領域）内にある場合には、先幕チャージ
カム１２１および後幕チャージカム１２２のリフト量は最も多い状態となる。同様に、ミ
ラー駆動カム１５１のリフト量は最も多い状態となる。絞り制御レバー駆動カム１５２の
リフト量は最も少ない状態となる。カムコード基板１６１の３つのスイッチはいずれもオ
フとなる。したがって、各スイッチにそれぞれ接続された不図示の検出端子は接地されな
い。
【００７２】
　カム軸１７２がＡ領域から逆転すると、回動角度が図中のＤの領域（Ｄ領域）内ではカ
ム軸１７２の回動角度に関わらず、先幕チャージカム１２１および後幕チャージカム１２
２のリフト量は最も多い状態となる。ミラー駆動カム１５１では、カム軸１７２の回動角
度が増えるにつれてリフト量は徐々に減る。絞り制御レバー駆動カム１５２では、カム軸
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１７２の回動角度が増えるにつれてリフト量は徐々に増える。カムコード基板１６１の３
つのスイッチは、ＳＷ１，ＳＷ２がオフとなり、ＳＷ３がオンとなる。したがって、ＳＷ
３に接続された不図示の検出端子は接地される。
【００７３】
　カム軸１７２の回動角度が図中のＥの領域（Ｅ領域）内にある場合には、先幕チャージ
カム１２１および後幕チャージカム１２２のリフト量は最も多い状態となる。ミラー駆動
カム１５１のリフト量は最も少ない状態となる。絞り制御レバー駆動カム１５２のリフト
量は最も多い状態となる。カムコード基板１６１の３つのスイッチは、ＳＷ１がオンとな
り、ＳＷ２，ＳＷ３がオフとなる。したがって、ＳＷ１に接続された不図示の検出端子は
接地される。
【００７４】
　カム軸１７２がＥ領域から逆転すると、回動角度が図中のＦの領域（Ｆ領域）内では、
カム軸１７２の回動角度が増えるにつれて、先幕チャージカム１２１のリフト量は徐々に
減る。後幕チャージカム１２２では、カム軸１７２の回動角度に関わらず、リフト量は最
も多い状態となる。ミラー駆動カム１５１では、カム軸１７２の回動角度に関わらず、リ
フト量は最も少ない状態となる。絞り制御レバー駆動カム１５２では、カム軸１７２の回
動角度に関わらず、リフト量は最も多い状態となる。カムコード基板１６１の３つのスイ
ッチは、ＳＷ１，ＳＷ２がオンとなり、ＳＷ３がオフとなる。したがって、ＳＷ１，ＳＷ
２にそれぞれ接続された不図示の検出端子は接地される。
【００７５】
　カム軸１７２の回動角度が図中のＧの領域（Ｇ領域）内にある場合には、先幕チャージ
カム１２１のリフト量は最も少ない状態となる。後幕チャージカム１２２のリフト量は最
も多い状態となる。ミラー駆動カム１５１のリフト量は最も少ない状態となる。絞り制御
レバー駆動カム１５２のリフト量は最も多い状態となる。カムコード基板１６１の３つの
スイッチは、ＳＷ１，ＳＷ３がオフとなり、ＳＷ２がオンとなる。したがって、ＳＷ２に
接続された不図示の検出端子は接地される。
【００７６】
　カム軸１７２がＧ領域から逆転すると、回動角度が図中のＨの領域（Ｈ領域）内では、
カム軸１７２の回動角度に関わらず、先幕チャージカム１２１は、リフト量が最も少ない
状態となる。後幕チャージカム１２２では、カム軸１７２の回動角度が増えるにつれて、
リフト量は徐々に減る。ミラー駆動カム１５１では、カム軸１７２の回動角度に関わらず
、リフト量が最も少ない状態となる。絞り制御レバー駆動カム１５２では、カム軸１７２
の回動角度に関わらず、リフト量が最も多い状態となる。カムコード基板１６１の３つの
スイッチは、ＳＷ１，ＳＷ３がオンとなり、ＳＷ２がオフとなる。したがって、ＳＷ１，
ＳＷ３にそれぞれ接続された不図示の検出端子は接地される。
【００７７】
　カム軸１７２の回動角度が３６０度付近となる、図中のＩの領域（Ｉ領域）は、カム軸
１７２の回動角度が０度付近となる、上述したＣ領域と同じ領域である。したがって、カ
ム軸１７２の回動角度がＩ領域内にある場合には、先幕チャージカム１２１および後幕チ
ャージカム１２２のリフト量は最も少ない状態となる。ミラー駆動カム１５１のリフト量
は最も少ない状態となる。絞り制御レバー駆動カム１５２のリフト量は最も多い状態とな
る。カムコード基板１６１の３つのスイッチ（ＳＷ１，ＳＷ２，ＳＷ３）はいずれもオン
となる。したがって、各スイッチにそれぞれ接続された不図示の検出端子は接地される。
【００７８】
　なお、カム軸１７２が正転した場合には、各カムのリフト量の変化は、上述した変化と
は逆となる。また、カム軸１７２の正転および逆転の回転量に上限はなく、カム軸１７２
は何回転でも正転および逆転できる。
【００７９】
－－－撮影時の動作説明－－－
　本実施の形態のシャッタ装置を備えたカメラで撮影する際の各部の動作について、シー
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ケンスシャッタ駆動ユニット１００および遮光幕機構４００を中心に、上述した図１１の
他、図１２～１８に示すシーケンスチャートを参照して説明する。
【００８０】
　なお、図１２以降の各図において、Mirrorと記載されたチャートはメインミラー１１の
回動位置を示し、Motorと記載されたチャートはシーケンスモータ４への印加電圧を示し
、Motor PIと記載されたチャートはシーケンスモータ４の回動量を検出するためのフォト
インタラプタから出力されるパルス信号を示す。A PIと記載されたチャートは絞り制御レ
バー１２５の回動量を検出するためのフォトインタラプタから出力されるパルス信号を示
し、A leverと記載されたチャートは絞り制御レバー１２５の回動位置を示し、A Mgと記
載されたチャートはA Mgへの印加電圧を示す。なお、A Mgはラチェットギヤ１２８を係止
する不図示の係止レバーを釈放するマグネットであり、通電されると保持している不図示
の係止レバーを釈放する。F MgおよびE Mgと記載されたチャートは先幕マグネット１４３
および後幕マグネット１４４への印加電圧を示し、F bladeおよびE bladeと記載されたチ
ャートは先幕遮光羽根群４１１および後幕遮光羽根群４３１の位置を示す。
【００８１】
　図１２以降の各図では、シーケンスチャート上の各区間とカム軸１７２の回動角度との
関係を、カム軸１７２の回動角度の各領域Ａ～ＩのアルファベットＡ～Ｉによって示して
いる。
【００８２】
（１）　通常の撮影時の動作（通常撮影モード）
　通常の撮影とは、従来の一眼レフカメラと同様に、撮影前にはメインミラー１１で反射
された被写体像をファインダー光学系２０で観察可能とし、本撮影時にはメインミラー１
１を撮影光路から退避させるという撮影シーケンスによる撮影である。不図示の操作スイ
ッチの操作によって、撮影モードが通常撮影モードに設定されると、制御回路３１が次の
ようにカメラボディ１の各部を制御する。以下、図１１～１３を参照して説明する。
【００８３】
　撮影開始前（レリーズ開始前）、撮影レンズ２の絞りは開放状態であり、メインミラー
１１は、ミラーダウン位置（観察位置）となっている。シーケンスシャッタ駆動ユニット
１００および遮光幕機構４００の各部は、図２，３，６～９に示す状態となっている。な
お、観察位置にあるメインミラー１１の姿勢をダウン姿勢と呼ぶ。
【００８４】
　撮影開始前、先幕マグネット１４３および後幕マグネット１４４の励磁コイルには通電
されておらず、励磁コイルは消磁されている。また、撮影開始前、シーケンスモータ４は
停止しており、カム軸１７２の回動角度は上述したＡ領域内にある（図１１～１３）。シ
ーケンスモータ４によって駆動される各カム１２１，１２２，１５１，１５２も以下に説
明する位相で停止している。
【００８５】
　先幕チャージカム１２１は、上述したようにリフト量が最も多い状態で停止している（
図２，８，１１）。これにより、先幕チャージカムレバー１２３がカメラボディ１の左側
から見たときに軸１１１ｃを中心に時計方向に回動した状態で停止し、先幕駆動レバー当
接部１２３ｂが先幕駆動レバー１４１の当接部１４１ｄを上方に押し上げている（図２，
４，５，８）。したがって、先幕駆動レバー１４１は、バネ１４５の付勢力に抗してカメ
ラボディ１の前方から見たときに反時計方向に回動されて停止している。
【００８６】
　このとき、先幕駆動レバー１４１の先幕駆動レバー突部１４１ｂが上方に移動されてい
るので（図３，６，９）、遮光幕機構４００の先幕主アーム４２１がカメラボディ１の後
方から見たときに回動軸穴４２１ａを中心に時計方向に回動された状態で停止している（
図３，９，１０）。そのため、先幕遮光羽根群４１１は、上方に引き上げられて、撮影開
口４６１を遮光した状態で停止している（図１３）。
【００８７】
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　後幕チャージカム１２２は、上述したようにリフト量が最も多い状態で停止している（
図２，８，１１）。これにより、後幕チャージカムレバー１２４がカメラボディ１の左側
から見たときに軸１１１ｄを中心に時計方向に回動した状態で停止し、後幕駆動レバー当
接部１２４ｂが後幕駆動レバー１４２の当接部１４２ｄを上方に押し上げている（図２，
４，５，８）。したがって、後幕駆動レバー１４２は、バネ１４６の付勢力に抗してカメ
ラボディ１の前方から見たときに反時計方向に回動されて停止している。
【００８８】
　このとき、後幕駆動レバー１４２の後幕駆動レバー突部１４２ｂは上方に移動されてい
るので（図３，６，９）、遮光幕機構４００の後幕主アーム４４１がカメラボディ１の後
方から見たときに回動軸穴４４１ａを中心に時計方向に回動された状態で停止している（
図３，９，１０）。そのため、後幕遮光羽根群４３１は、上方に引き上げられて、撮影開
口４６１の上方に退避した状態で停止している（図１３）。
【００８９】
　ミラー駆動カム１５１は、上述したようにリフト量が最も多い状態で停止している（図
６，７，１１）。これにより、ミラー駆動カムレバー１５３が不図示のメインミラー駆動
バネの付勢力に抗して、カメラボディ１の右側から見たときに軸１１１ｅを中心に時計方
向に回動した状態で停止し、ミラー駆動軸当接部１５３ｂが下方へ逃げて、メインミラー
保持枠１３のピン１３ａの下方への移動を許可している。そのため、メインミラー１１は
不図示のバネの付勢力によって下方へ回動されて、ファインダー光学系２０へ被写体光を
導く観察位置（撮影光路中の光路位置）で停止している（図１１～１３）。
【００９０】
　絞り制御レバー駆動カム１５２は、上述したようにリフト量が最も少ない状態で停止し
ている（図６）。そのため、絞り制御レバー駆動カムレバー１５４は、絞り開放バネ１７
３の付勢力によってカメラボディ１の右側から見たときに軸１１１ｆを中心として時計方
向に回動されている。これにより、絞り制御レバー駆動カムレバー１５４の絞り制御レバ
ー当接部１５４ｂが絞り制御レバー１２５の腕１２５ａを押し上げ、絞り制御レバー１２
５の当接部１２５ｂが上方に移動して、撮影レンズ２の絞りを開放状態としている（図８
，１１，１２）。
【００９１】
　なお、レリーズ開始前の状態では、たとえば撮影レンズ２の取り付け時のように、絞り
制御レバー１２５の当接部１２５ｂが外力によって下方に押圧されると、絞り制御レバー
１２５および絞り制御レバー駆動カムレバー１５４が、絞り開放バネ１７３の付勢力に抗
して回動して、当接部１２５ｂが外力に応じて下方に移動する。
【００９２】
　不図示のレリーズボタンが半押し操作されて不図示の半押しスイッチから半押し操作信
号が入力されると、測光および測距動作が行われる。制御回路３１は、測光ユニット５で
検出された被写体の明るさに基づいて公知の測光演算を行い、制御絞り値およびシャッタ
秒時を演算する。また、制御回路３１は、ＡＦユニット６の焦点検出結果に基づいて公知
の測距演算を行い、撮影レンズ２のフォーカス調整を行う。
【００９３】
　不図示のレリーズボタンが全押し操作されて不図示の全押しスイッチから全押し操作信
号が入力されると、以下に説明するレリーズ動作が行われる。制御回路３１は先幕マグネ
ット１４３および後幕マグネット１４４を励磁する（図１３）。これにより、先幕マグネ
ット１４３および後幕マグネット１４４は、当接している先幕駆動レバー１４１のマグネ
ット吸着部１４１ｅおよび後幕駆動レバー１４２のマグネット吸着部１４２ｅを吸着保持
する。また、全押し操作信号が入力されると、制御回路３１は、シーケンスモータ４の回
動（正転）を開始させて、各カム１２１，１２２，１５１，１５２を所定の回動角度だけ
回動させた後、シーケンスモータ４を停止させる。これにより、カム軸１７２の回動角度
は上述したＡ領域からＢ領域を経てＣ領域に到達する。
【００９４】
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　なお、シーケンスモータ４の停止タイミングは、上述したようにＳＷ１～ＳＷ３の状態
に基づいてカムコード基板１６１の位相（すなわちカム軸１７２の回動角度）を検出する
ことで制御回路３１が制御している。具体的には、制御回路３１は、ＳＷ１～ＳＷ３の状
態が切り替わったことを検出してから、Motor PIの所定のパルス数が経過または所定の時
間を経過した後にシーケンスモータ４に対して、それまで印加していた電圧とは極性を反
転させた電圧を所定時間だけ印加してシーケンスモータ４にブレーキを掛ける。このよう
にすることで、カム軸１７２は、ＳＷ１～ＳＷ３の状態が切り替わる回動角度から少し先
まで回動したところで停止する。
【００９５】
　このシーケンスモータ４の回動により、先幕チャージカム１２１は、リフト量が最も少
ない位相（Ｃ領域）まで回動して停止する（図１１）。これにより、不図示のバネの付勢
力によって先幕チャージカムレバー１２３がカメラボディ１の左側から見たときに軸１１
１ｃを中心に反時計方向に回動し、先幕駆動レバー当接部１２３ｂが下方に引き下げられ
る。しかし、先幕マグネット１４３が先幕駆動レバー１４１のマグネット吸着部１４１ｅ
を吸着保持しているため、先幕駆動レバー１４１は、バネ１４５の付勢力に抗してカメラ
ボディ１の前方から見たときに反時計方向に回動されたまま停止している。すなわち、先
幕遮光羽根群４１１は、撮影開口４６１を遮光した状態で停止している（図１３）。
【００９６】
　後幕チャージカム１２２も同様に、リフト量が最も少ない位相（Ｃ領域）まで回動して
停止する（図１１）。これにより、不図示のバネの付勢力によって後幕チャージカムレバ
ー１２４がカメラボディ１の左側から見たときに軸１１１ｄを中心に反時計方向に回動し
、後幕駆動レバー当接部１２４ｂが下方に引き下げられる。しかし、後幕マグネット１４
４が後幕駆動レバー１４２のマグネット吸着部１４２ｅを吸着保持しているため、後幕駆
動レバー１４２は、バネ１４６の付勢力に抗してカメラボディ１の前方から見たときに反
時計方向に回動されたまま停止している。すなわち、後幕遮光羽根群４３１は、撮影開口
４６１の上方に退避した状態で停止している（図１３）。
【００９７】
　ミラー駆動カム１５１は、リフト量が最も少ない位相（Ｃ領域）まで回動して停止する
（図１１）。これにより、ミラー駆動カムレバー１５３が不図示のメインミラー駆動バネ
の付勢力によってカメラボディ１の右側から見たときに軸１１１ｅを中心に反時計方向に
回動される。このミラー駆動カムレバー１５３の回動によって、ミラー駆動軸当接部１５
３ｂがメインミラー保持枠１３のピン１３ａを押し上げる。そのため、メインミラー１１
は不図示のバネの付勢力に抗して上方へ回動されて、撮影光路から退避する退避位置（ミ
ラーアップ位置）へ移動されて（ミラーアップされて）停止する（図１２，１３）。なお
、退避位置にあるメインミラー１１の姿勢をアップ姿勢と呼ぶ。
【００９８】
　絞り制御レバー駆動カム１５２は、リフト量が最も多い位相（Ｃ領域）まで回動して停
止する（図１１）。そのため、絞り制御レバー駆動カムレバー１５４は、絞り開放バネ１
７３の付勢力に抗してカメラボディ１の右側から見たときに軸１１１ｆを中心として反時
計方向に回動される。したがって、絞り制御レバー駆動カムレバー１５４の絞り制御レバ
ー当接部１５４ｂが下方へ移動する。上述したように、絞り制御レバー当接部１５４ｂが
絞り制御レバー１２５の腕１２５ａと不図示のバネを介して連結されているため、絞り制
御レバー当接部１５４ｂが下方へ移動すると、絞り制御レバー１２５の腕１２５ａが下方
に引き下げられる（図１２）。これにより、絞り制御レバー１２５の当接部１２５ｂが下
方に移動するので、撮影レンズ２の絞りが絞り込まれる。
【００９９】
　このように、絞り制御レバー１２５が撮影レンズ２の絞りが絞り込まれるように回動す
ると、上述したように、絞り制御レバー１２５の回動量がフォトインタラプタ（A PI）か
ら出力されるパルス信号の数（パルス数）として検出される（図１２）。制御回路３１は
、フォトインタラプタから出力されるパルス信号のパルス数が、所定のパルス数に達した
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と判断すると、上述したA Mgに通電して不図示の係止レバーの爪をラチェットギヤ１２８
に係合させてラチェットギヤ１２８の回動を停止させる（図１２）。
【０１００】
　ラチェットギヤ１２８の回動が停止されると、ラチェットギヤ１２８が取り付けられた
絞り制御ギヤ１２６の入力側のギヤ、および、このギヤと噛合する扇形ギヤ部１２５ｄ（
すなわち絞り制御レバー１２５）の回動が停止する。これにより、絞り制御レバー１２５
の当接部１２５ｂに追従して撮影レンズ２の不図示のレバーが駆動されて、撮影レンズ２
の絞りが制御絞り値となるように絞り込まれる。
【０１０１】
　ラチェットギヤ１２８の回動停止後（すなわち絞り制御レバー１２５の回動停止後）も
、絞り制御レバー駆動カムレバー１５４は、回動し続けるが、絞り制御レバー駆動カム１
５２が停止すると、絞り制御レバー駆動カムレバー１５４の回動も停止する。なお、図１
２では、撮影レンズ２の絞りを最も絞り込むように制御絞り値が算出された場合のもので
あり、算出された制御絞り値がもっと小さな値であれば、図１２に示したものよりももっ
と早い段階でA PIからパルス信号が出力されなくなる。
【０１０２】
　撮影レンズ２の絞りが制御絞り値となるように絞り込まれた後、図１３に示すように、
制御回路３１は、先幕マグネット１４３の励磁コイルへの通電を停止する。これにより、
先幕駆動レバー１４１のマグネット吸着部１４１ｅが離脱可能に釈放されるので、先幕駆
動レバー１４１は、バネ１４５の付勢力によってカメラボディ１の前方から見たときに時
計方向に回動する。この先幕駆動レバー１４１の回動によって先幕駆動レバー突部１４１
ｂが下方に移動されると、遮光幕機構４００の先幕主アーム４２１がカメラボディ１の後
方から見たときに回動軸穴４２１ａを中心に反時計方向に回動される。これにより、先幕
遮光羽根群４１１は、前ケース４６０の撮影開口４６１を下方向に移動して撮影開口４６
１を開放する。すなわち、先幕遮光羽根群４１１はバネ１４５の付勢力によって駆動され
る。この段階では、後幕遮光羽根群４３１は、撮影開口４６１の上方に退避した状態で停
止している。
【０１０３】
　撮影開口４６１が開放されている間に撮像素子３へ電荷の蓄積が制御されることで撮像
が行われる。上述したように演算されたシャッタ秒時に対応する時間の電荷蓄積が終了す
ると、制御回路３１は、後幕マグネット１４４の励磁コイルへの通電を停止する。これに
より、後幕駆動レバー１４２のマグネット吸着部１４２ｅが離脱可能に釈放されるので、
後幕駆動レバー１４２は、バネ１４６の付勢力によってカメラボディ１の前方から見たと
きに時計方向に回動する。この先後幕駆動レバー１４２の回動によって後幕駆動レバー突
部１４２ｂが下方に移動されると、遮光幕機構４００の後幕主アーム４４１がカメラボデ
ィ１の後方から見たときに回動軸穴４４１ａを中心に反時計方向に回動される。これによ
り、後幕遮光羽根群４３１は、前ケース４６０の撮影開口４６１を下方向に移動して撮影
開口４６１を遮光する。すなわち、後幕遮光羽根群４３１はバネ１４６の付勢力によって
駆動される。このように、通常撮影モードでは、撮像素子３への電荷蓄積時間をメカニカ
ルシャッタで制御する。以上でレリーズ動作および撮影動作が終了する。
【０１０４】
　上述のレリーズ動作および撮影動作が終了すると、これに引き続き、以下のリセット動
作が行われる。制御回路３１は、シーケンスモータ４の逆転を開始させて、各カム１２１
，１２２，１５１，１５２をレリーズ開始前の回動位相まで回動させた後、シーケンスモ
ータ４を停止させる。これにより、カム軸１７２の回動角度は上述したＣ領域からＢ領域
を経てＡ領域に到達する。
【０１０５】
　先幕チャージカム１２１は、リフト量が最も多い位相（Ａ領域）まで回動した後、停止
する（図２，８，１１）。これにより、先幕チャージカムレバー１２３がカメラボディ１
の左側から見たときに軸１１１ｃを中心に時計方向に回動され、先幕駆動レバー当接部１
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２３ｂが先幕駆動レバー１４１の当接部１４１ｄを上方に押し上げる（図２，４，５，８
）。したがって、先幕駆動レバー１４１は、バネ１４５の付勢力に抗してカメラボディ１
の前方から見たときに反時計方向に回動される。
【０１０６】
　これにより、先幕駆動レバー１４１の先幕駆動レバー突部１４１ｂが上方に移動して、
カメラボディ１の後方から見たときに遮光幕機構４００の先幕主アーム４２１を回動軸穴
４２１ａを中心に時計方向に回動させる（図３，９，１０）。そのため、先幕遮光羽根群
４１１は上方に向かって走行し、撮影開口４６１を遮光する。このようにして先幕遮光羽
根群４１１がリセット（シャッタチャージ）される（図１３）。
【０１０７】
　後幕チャージカム１２２は、リフト量が最も多い位相（Ａ領域）まで回動した後、停止
する（図２，８，１１）。これにより、後幕チャージカムレバー１２４がカメラボディ１
の左側から見たときに軸１１１ｄを中心に時計方向に回動され、後幕駆動レバー当接部１
２４ｂが後幕駆動レバー１４２の当接部１４２ｄを上方に押し上げる（図２，４，５，８
）。したがって、後幕駆動レバー１４２は、バネ１４６の付勢力に抗してカメラボディ１
の前方から見たときに反時計方向に回動される。
【０１０８】
　これにより、後幕駆動レバー１４２の後幕駆動レバー突部１４２ｂが上方に移動して、
カメラボディ１の後方から見たときに遮光幕機構４００の後幕主アーム４４１を回動軸穴
４４１ａを中心に時計方向に回動させる（図３，９，１０）。そのため、後幕遮光羽根群
４３１は上方に向かって走行し、撮影開口４６１の上方に退避する。このようにして後幕
遮光羽根群４３１がリセット（シャッタチャージ）される（図１３）。
【０１０９】
　ミラー駆動カム１５１は、リフト量が最も多い位相（Ａ領域）まで回動した後、停止す
る（図６，７，１１）。これにより、ミラー駆動カムレバー１５３が不図示のメインミラ
ー駆動バネの付勢力に抗して、カメラボディ１の右側から見たときに軸１１１ｅを中心に
時計方向に回動され、ミラー駆動軸当接部１５３ｂが下方へ逃げて、メインミラー保持枠
１３のピン１３ａの下方への移動を許可する。そのため、メインミラー１１は不図示のバ
ネの付勢力によって下方へ回動されて（ミラーダウンされて）、観察位置（撮影光路中の
光路位置）で停止する（図１２，１３）。
【０１１０】
　絞り制御レバー駆動カム１５２は、リフト量が最も少ない位相（Ａ領域）まで回動した
後、停止する（図６，１１）。そのため、絞り制御レバー駆動カムレバー１５４は、絞り
開放バネ１７３の付勢力によってカメラボディ１の右側から見たときに軸１１１ｆを中心
として時計方向に回動される。これにより、絞り制御レバー駆動カムレバー１５４の絞り
制御レバー当接部１５４ｂが絞り制御レバー１２５の腕１２５ａを押し上げ、絞り制御レ
バー１２５の当接部１２５ｂが上方に移動して、撮影レンズ２の絞りを開放状態とする（
図８，１２）。
【０１１１】
　以上のリセット動作によって、本実施の形態のシャッタ装置を備えたカメラは、撮影開
始前（レリーズ開始前）に復帰する。このように、通常撮影モードでは、カム軸１７２は
レリーズボタンが全押し操作されると正転されて回動角度が上述したＡ領域からＢ領域を
経てＣ領域に達すると停止し、リセット動作時に逆転されてＢ領域を経てＡ領域に達する
と停止する。
【０１１２】
（２）　スルー画像表示時の動作（ライブビューモード）
（２－１）　ライブビューモード設定時
　ライブビューモードでは、スルー画像が背面表示モニタ７に表示される。不図示の操作
スイッチの操作によって、撮影モードがライブビューモードに設定されると、制御回路３
１が次のようにカメラボディ１の各部を制御する。以下、図１１，１４，１５を参照して
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説明する。
【０１１３】
　制御回路３１は、シーケンスモータ４を逆転させて、カム軸１７２の回動角度が上述し
たＡ領域からＤ～Ｆ領域を経てＧ領域に到達するまで回動させた後、シーケンスモータ４
を停止させる（図１１，１４）。
【０１１４】
　ミラー駆動カム１５１は、リフト量が最も少なくなるように回動して停止する（図１１
）。カム軸１７２の回動角度がＤ領域内にある間は、上述したように、カム軸１７２の逆
転が進行するにつれてミラー駆動カム１５１のリフト量が徐々に減る。したがって、上述
したように、メインミラー１１は退避位置へ移動する（図１４）。
【０１１５】
　絞り制御レバー駆動カム１５２は、リフト量が最も多くなるように回動して停止する（
図１１）。カム軸１７２の回動角度がＤ領域内にある間は、上述したように、カム軸１７
２の逆転が進行するにつれて絞り制御レバー駆動カム１５２のリフト量が徐々に増える。
したがって、上述したように、絞り制御レバー１２５の腕１２５ａが下方に引き下げられ
て、撮影レンズ２の絞りが絞り込まれる（図１４）。
【０１１６】
　このように、絞り制御レバー１２５が撮影レンズ２の絞りが絞り込まれるように回動す
ると、上述したように、制御回路３１は、測光ユニット５で検出された被写体の明るさに
基づいて公知の測光演算を行い、制御絞り値を演算する。そして、制御回路３１は、フォ
トインタラプタ（A PI）から出力されるパルス信号のパルス数が、所定のパルス数に達し
たと判断すると、上述したA Mgに通電して不図示の係止レバーの爪をラチェットギヤ１２
８に係合させてラチェットギヤ１２８の回動を停止させる。その結果、撮影レンズ２の絞
りが制御絞り値となるように絞り込まれる。
【０１１７】
　先幕チャージカム１２１は、リフト量が最も少なくなるように回動して停止する（図１
１）。カム軸１７２の回動角度がＦ領域内にある間は、上述したように、カム軸１７２の
逆転が進行するにつれて先幕チャージカム１２１のリフト量が徐々に減るので、不図示の
バネの付勢力によって先幕チャージカムレバー１２３がカメラボディ１の左側から見たと
きに軸１１１ｃを中心に反時計方向に回動し、先幕駆動レバー当接部１２３ｂが下方に引
き下げられる。また、先幕マグネット１４３が先幕駆動レバー１４１のマグネット吸着部
１４１ｅを吸着保持していないため、先幕駆動レバー１４１は、バネ１４５の付勢力によ
って先幕駆動レバー当接部１２３ｂに追従するようにカメラボディ１の前方から見たとき
に時計方向に回動される。すなわち、先幕遮光羽根群４１１は、前ケース４６０の撮影開
口４６１を下方向に移動して撮影開口４６１を開放する（図１４）。
【０１１８】
　なお、後幕チャージカム１２２は、リフト量が最も多い状態を維持する（図１１）。こ
れにより、後幕遮光羽根群４３１は、撮影開口４６１の上方に退避した状態で停止してい
る（図１４）。以上の動作により、メインミラー１１が退避位置に移動し、先幕遮光羽根
群４１１が撮影開口４６１の下方に移動し、後幕遮光羽根群４３１が撮影開口４６１の上
方に退避するので、被写体光が撮像素子３に到達する。
【０１１９】
　制御回路３１は、シーケンスモータ４を停止させた後、スルー画像が背面表示モニタ７
に表示されるよう各部を制御する。これにより、スルー画像が背面表示モニタ７に表示さ
れる。なお、制御回路３１は、スルー画像表示中は、撮像素子３で撮像して得られたスル
ー画像に基づいて、公知のコントラスト法による測距（像面ＡＦ）を繰り返し、撮影レン
ズ２のフォーカス調整を繰り返し行う。また、制御回路３１は、スルー画像表示中は、撮
像素子３で撮像して得られたスルー画像の明るさに基づいて、電子シャッタのシャッタ秒
時（撮像素子３への電荷蓄積時間）を繰り返し演算する。
【０１２０】
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（２－２）　ライブビューモード解除時（通常撮影モードへ設定した場合）
　不図示の操作スイッチの操作によって、撮影モードがライブビューモードから通常撮影
モードに設定されると、制御回路３１が次のようにカメラボディ１の各部を制御する。
【０１２１】
　制御回路３１は、スルー画像の背面表示モニタ７への表示を中止させるとともに、シー
ケンスモータ４を正転させて、カム軸１７２の回動角度が上述したＧ領域からＦ～Ｄ領域
を経てＡ領域に到達するまで回動させた後、シーケンスモータ４を停止させる（図１１，
１４）。
【０１２２】
　先幕チャージカム１２１は、リフト量が最も多くなるように回動して停止する（図１１
）。カム軸１７２の回動角度がＦ領域内にある間は、カム軸１７２の正転が進行するにつ
れて先幕チャージカム１２１のリフト量が徐々に増えるので、先幕チャージカムレバー１
２３がカメラボディ１の左側から見たときに軸１１１ｃを中心に時計方向に回動される。
これにより、先幕遮光羽根群４１１がリセット（シャッタチャージ）される（図１４）。
【０１２３】
　ミラー駆動カム１５１は、リフト量が最も多い位相（Ａ領域）まで回動した後、停止す
る（図１１，１４）。カム軸１７２の回動角度がＤ領域内にある間は、上述したように、
カム軸１７２の正転が進行するにつれてミラー駆動カム１５１のリフト量が徐々に増える
。したがって、上述したように、メインミラー１１は観察位置へ移動する。
【０１２４】
　絞り制御レバー駆動カム１５２は、リフト量が最も少ない位相（Ａ領域）まで回動した
後、停止する（図１１，１４）。カム軸１７２の回動角度がＤ領域内にある間は、上述し
たように、カム軸１７２の正転が進行するにつれて絞り制御レバー駆動カム１５２のリフ
ト量が徐々に減る。したがって、上述したように、撮影レンズ２の絞りが開放状態とされ
る。
【０１２５】
　以上の動作によって、カメラボディ１および撮影レンズ２は、通常撮影モードの撮影開
始前（レリーズ開始前）の状態に復帰する。このように、通常撮影モードからライブビュ
ーモードに設定されると、カム軸１７２は逆転されて回動角度が上述したＡ領域からＤ～
Ｆ領域を経てＧ領域に達すると停止する。また、ライブビューモードから通常撮影モード
に設定されると、カム軸１７２は正転されて回動角度が上述したＧ領域からＦ～Ｄ領域を
経てＡ領域に達すると停止する。
【０１２６】
（２－３）　ライブビューモード設定時にレリーズボタンが押圧された場合
　図１５は、ライブビューモード設定時にレリーズボタンが押圧された場合のシーケンス
チャートである。不図示のレリーズボタンが全押し操作されて不図示の全押しスイッチか
ら全押し操作信号が入力されると、制御回路３１は、像面ＡＦおよびシャッタ秒時の演算
を終了すると共に、後幕マグネット１４４を励磁する（図１５）。これにより、撮影レン
ズ２のフォーカス調整が終了し、シャッタ秒時が決定される。後幕マグネット１４４は、
当接している後幕駆動レバー１４２のマグネット吸着部１４２ｅを吸着保持する。また、
全押し操作信号が入力されると、制御回路３１は、所定時間（図１５のTup dly）経過後
にシーケンスモータ４を逆転させて、カム軸１７２の回動角度が上述したＧ領域からＨ領
域を経てＩ領域に到達するまで回動させた後、シーケンスモータ４を停止させる（図１５
）。
【０１２７】
　後幕チャージカム１２２は、リフト量が最も少なくなるように回動して停止する（図１
１，１５）。カム軸１７２の回動角度がＨ領域内にある間は、上述したように、カム軸１
７２の逆転が進行するにつれて後幕チャージカム１２２のリフト量が徐々に減るので、不
図示のバネの付勢力によって後幕チャージカムレバー１２４がカメラボディ１の左側から
見たときに軸１１１ｄを中心に反時計方向に回動し、後幕駆動レバー当接部１２４ｂが下
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方に引き下げられる。しかし、後幕マグネット１４４が後幕駆動レバー１４２のマグネッ
ト吸着部１４２ｅを吸着保持しているため、後幕駆動レバー１４２は、バネ１４６の付勢
力に抗してカメラボディ１の前方から見たときに反時計方向に回動されたまま停止してい
る。すなわち、後幕遮光羽根群４３１は、撮影開口４６１の上方に退避した状態で停止し
ている（図１５）。
【０１２８】
　なお、先幕チャージカム１２１、およびミラー駆動カム１５１のリフト量には変化がな
いので、先幕遮光羽根群４１１がリセットされることはなく、メインミラー１１が退避位
置から移動することはない。また、絞り制御レバー駆動カム１５２のリフト量には変化が
ないので、撮影レンズ２の絞りが開放状態とされることはない。なお、撮影レンズ２の絞
りは、上述したようにライブビューモードが解除されるまでは、ライブビューモード設定
時に絞り込まれたままの状態を維持する。
【０１２９】
　制御回路３１は、シーケンスモータ４を停止させた後、上述のように決定された電子シ
ャッタのシャッタ秒時（図１５においてCCD expと記載した部分に相当する期間）だけ、
電子シャッタによる撮像素子３への電荷の蓄積を行い、その後、後幕マグネット１４４の
励磁コイルへの通電を停止する。これにより、後幕駆動レバー１４２のマグネット吸着部
１４２ｅが離脱可能に釈放されるので、上述したように、後幕遮光羽根群４３１は、前ケ
ース４６０の撮影開口４６１を下方向に移動して撮影開口４６１を遮光する。以上でライ
ブビューモードにおける撮影動作が終了する。なお、ライブビューモードにおける撮影動
作では、上述したように、撮影レンズ２の絞りがライブビューモード設定時に絞り込まれ
たままの状態を維持しているため、電子シャッタのシャッタ秒時によって露光量が適宜調
整される。
【０１３０】
　上述の撮影動作が終了すると、これに引き続き、再びスルー画像が背面表示モニタ７に
表示されるように以下の動作が行われる。制御回路３１は、シーケンスモータ４を正転さ
せて、カム軸１７２の回動角度が上述したＩ領域からＨ領域を経てＧ領域に到達するまで
回動させた後、シーケンスモータ４を停止させる（図１１，１５）。
【０１３１】
　後幕チャージカム１２２は、リフト量が最も多くなるように回動して停止する（図１１
）。カム軸１７２の回動角度がＨ領域内にある間は、上述したように、カム軸１７２の正
転が進行するにつれて後幕チャージカム１２２のリフト量が徐々に増えので、不図示のバ
ネの付勢力に抗して後幕チャージカムレバー１２４がカメラボディ１の左側から見たとき
に軸１１１ｄを中心に時計方向に回動し、後幕駆動レバー当接部１２４ｂが上方に引き上
げられる。これにより、上述したように、後幕遮光羽根群４３１は上方に向かって走行し
、撮影開口４６１の上方に退避する。このようにして後幕遮光羽根群４３１がリセット（
シャッタチャージ）される（図１５）。
【０１３２】
　なお、先幕チャージカム１２１、およびミラー駆動カム１５１のリフト量には変化がな
いので、上述したように、先幕遮光羽根群４１１がリセットされることはなく、メインミ
ラー１１が退避位置から移動することはない。また、絞り制御レバー駆動カム１５２のリ
フト量には変化がないので、上述したように、撮影レンズ２の絞りが開放状態とされるこ
とはなく、ライブビューモードが解除されるまでは、ライブビューモード設定時に絞り込
まれたままの状態を維持する。
【０１３３】
　制御回路３１は、カム軸１７２の回動角度がＧ領域に到達して、シーケンスモータ４を
停止させた後、スルー画像が背面表示モニタ７に表示されるよう各部を制御する。これに
より、スルー画像が背面表示モニタ７に再び表示される。また、制御回路３１は、上述し
た撮影レンズ２のフォーカス調整、および、電子シャッタのシャッタ秒時の演算を再開す
る。
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【０１３４】
（３）　スルー画像表示時に撮像素子３への電荷蓄積時間をメカニカルシャッタで制御し
て撮像する際の動作（ライブビュー・メカニカルシャッタ撮影モード）
　本実施の形態のカメラでは、撮影モードがライブビュー・メカニカルシャッタ撮影モー
ドに設定されると、スルー画像表示時に一旦先幕遮光羽根群４１１をチャージして撮影開
口４６１を遮光し、その後、メカニカルシャッタを作動させることで、撮像素子３への電
荷蓄積時間をメカニカルシャッタで制御して撮像することができる。不図示の操作スイッ
チの操作によって、撮影モードがライブビュー・メカニカルシャッタ撮影モードに設定さ
れると、制御回路３１が次のようにカメラボディ１の各部を制御する。以下、図１１，１
４，１６を参照して説明する。
【０１３５】
　たとえば、撮影モードが通常撮影モードから、ライブビュー・メカニカルシャッタ撮影
モードに設定されると、上述した「（２－１）　ライブビューモード設定時」と同様に、
制御回路３１は、シーケンスモータ４を逆転させて、カム軸１７２の回動角度がＡ領域か
らＤ～Ｆ領域を経てＧ領域に到達するまで回動させた後、シーケンスモータ４を停止させ
る（図１１，１４）。これにより、メインミラー１１は退避位置へ移動し（図１４，１６
）、撮影レンズ２の絞りは制御絞り値となるように絞り込まれ、先幕遮光羽根群４１１は
、前ケース４６０の撮影開口４６１を下方向に移動して撮影開口４６１を開放する（図１
４，１６）。
【０１３６】
　制御回路３１は、シーケンスモータ４を停止させた後、スルー画像が背面表示モニタ７
に表示されるよう各部を制御する。これにより、スルー画像が背面表示モニタ７に表示さ
れる。なお、制御回路３１は、上述した「（２－１）　ライブビューモード設定時」と同
様に、スルー画像表示中は、像面ＡＦによって撮影レンズ２のフォーカス調整を繰り返し
行い、撮像素子３で撮像して得られたスルー画像の明るさに基づいて、電子シャッタのシ
ャッタ秒時を繰り返し演算する。
【０１３７】
　不図示のレリーズボタンが全押し操作されて不図示の全押しスイッチから全押し操作信
号が入力されると、制御回路３１は、像面ＡＦおよびシャッタ秒時の演算を終了すると共
に、スルー画像の背面表示モニタ７への表示を中止させる。これにより、撮影レンズ２の
フォーカス調整が終了し、シャッタ秒時が決定される。その後、制御回路３１は、シーケ
ンスモータ４を正転させて、カム軸１７２の回動角度が上述したＧ領域からＦ領域を経て
Ｅ領域に到達するまで回動させた後、シーケンスモータ４を一時停止させる（図１６）。
【０１３８】
　先幕チャージカム１２１は、リフト量が最も多くなるように回動して停止する（図１１
，１６）。カム軸１７２の回動角度がＦ領域内にある間は、カム軸１７２の正転が進行す
るにつれて先幕チャージカム１２１のリフト量が徐々に増えるので、先幕チャージカムレ
バー１２３がカメラボディ１の左側から見たときに軸１１１ｃを中心に時計方向に回動さ
れる。これにより、先幕遮光羽根群４１１がリセット（シャッタチャージ）される（図１
６）。
【０１３９】
　なお、後幕チャージカム１２２、およびミラー駆動カム１５１のリフト量には変化がな
いので、後幕遮光羽根群４３１はリセットされたままとなり、メインミラー１１は退避位
置から移動しない。また、絞り制御レバー駆動カム１５２のリフト量には変化がないので
、上述したように、撮影レンズ２の絞りが開放状態とされることはなく、ライブビュー・
メカニカルシャッタ撮影モードが解除されるまでは、ライブビュー・メカニカルシャッタ
撮影モード設定時に絞り込まれたままの状態を維持する。
【０１４０】
　制御回路３１は、カム軸１７２の回動角度がＥ領域に到達して、シーケンスモータ４を
一時停止させた後、先幕マグネット１４３および後幕マグネット１４４を励磁する。これ
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により、先幕マグネット１４３および後幕マグネット１４４は、当接している先幕駆動レ
バー１４１のマグネット吸着部１４１ｅおよび後幕駆動レバー１４２のマグネット吸着部
１４２ｅを吸着保持する。その後、制御回路３１は、シーケンスモータ４を逆転させて、
カム軸１７２の回動角度がＥ領域からＦ～Ｈ領域を経てＩ領域に到達するまで回動させた
後、シーケンスモータ４を停止させる（図１６）。
【０１４１】
　先幕チャージカム１２１は、リフト量が最も少なくなるように回動して停止する（図１
１，１６）。カム軸１７２の回動角度がＦ領域内にある間は、上述したように、カム軸１
７２の逆転が進行するにつれて先幕チャージカム１２１のリフト量が徐々に減るので、不
図示のバネの付勢力によって先幕チャージカムレバー１２３がカメラボディ１の左側から
見たときに軸１１１ｃを中心に反時計方向に回動し、先幕駆動レバー当接部１２３ｂが下
方に引き下げられる。しかし、先幕マグネット１４３が先幕駆動レバー１４１のマグネッ
ト吸着部１４１ｅを吸着保持しているため、先幕駆動レバー１４１は、バネ１４５の付勢
力に抗してカメラボディ１の前方から見たときに反時計方向に回動されたまま停止してい
る。すなわち、先幕遮光羽根群４１１は、撮影開口４６１を遮光した状態で停止している
（図１６）。
【０１４２】
　後幕チャージカム１２２は、リフト量が最も少なくなるように回動して停止する（図１
１）。カム軸１７２の回動角度がＨ領域内にある間は、上述したように、カム軸１７２の
逆転が進行するにつれて後幕チャージカム１２２のリフト量が徐々に減るので、不図示の
バネの付勢力によって後幕チャージカムレバー１２４がカメラボディ１の左側から見たと
きに軸１１１ｄを中心に反時計方向に回動し、後幕駆動レバー当接部１２４ｂが下方に引
き下げられる。しかし、後幕マグネット１４４が後幕駆動レバー１４２のマグネット吸着
部１４２ｅを吸着保持しているため、後幕駆動レバー１４２は、バネ１４６の付勢力に抗
してカメラボディ１の前方から見たときに反時計方向に回動されたまま停止している。す
なわち、後幕遮光羽根群４３１は、撮影開口４６１の上方に退避した状態で停止している
（図１６）。
【０１４３】
　なお、ミラー駆動カム１５１のリフト量には変化がないので、メインミラー１１は退避
位置から移動しない。また、絞り制御レバー駆動カム１５２のリフト量には変化がないの
で、上述したように、撮影レンズ２の絞りが開放状態とされることはなく、ライブビュー
・メカニカルシャッタ撮影モードが解除されるまでは、ライブビュー・メカニカルシャッ
タ撮影モード設定時に絞り込まれたままの状態を維持する。
【０１４４】
　制御回路３１は、カム軸１７２の回動角度がＩ領域して、シーケンスモータ４を停止さ
せた後、先幕マグネット１４３の励磁コイルへの通電を停止する。これにより、先幕遮光
羽根群４１１は、前ケース４６０の撮影開口４６１を下方向に移動して撮影開口４６１を
開放する。この段階では、後幕遮光羽根群４３１は、撮影開口４６１の上方に退避した状
態で停止している。
【０１４５】
　撮影開口４６１が開放されている間に撮像素子３へ電荷の蓄積が制御されることで撮像
が行われる。上述したように決定されたシャッタ秒時に対応する時間の電荷蓄積が終了す
ると、制御回路３１は、後幕マグネット１４４の励磁コイルへの通電を停止する。これに
より、これにより、後幕遮光羽根群４３１は、前ケース４６０の撮影開口４６１を下方向
に移動して撮影開口４６１を遮光する。このように、ライブビュー・メカニカルシャッタ
撮影モードでは、撮像素子３への電荷蓄積時間をメカニカルシャッタで制御する。なお、
ライブビュー・メカニカルシャッタ撮影モードにおける撮影動作では、上述したように、
撮影レンズ２の絞りがライブビュー・メカニカルシャッタ撮影モード設定時に絞り込まれ
たままの状態を維持しているため、シャッタ秒時によって露光量が適宜調整される。
【０１４６】
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　上述の撮影動作が終了すると、これに引き続き、再びスルー画像が背面表示モニタ７に
表示されるように以下の動作が行われる。制御回路３１は、シーケンスモータ４を正転さ
せて、カム軸１７２の回動角度が上述したＩ領域からＨ領域を経てＧ領域に到達するまで
回動させた後、シーケンスモータ４を停止させる（図１６）。このときの各部動作は上述
した「（２－３）　ライブビューモード設定時にレリーズボタンが押圧された場合」と同
様であるので、説明を省略する。
【０１４７】
　制御回路３１は、カム軸１７２の回動角度がＧ領域に到達して、シーケンスモータ４を
停止させた後、スルー画像が背面表示モニタ７に表示されるよう各部を制御する。これに
より、スルー画像が背面表示モニタ７に再び表示される。また、制御回路３１は、上述し
た撮影レンズ２のフォーカス調整、および、シャッタ秒時の演算を再開する。
【０１４８】
（４）　スルー画像表示後に一旦、通常撮影モードと同様の撮影動作を行い、再びスルー
画像を表示する際の動作（ライブビュー中通常撮影モード）
　本実施の形態のカメラでは、撮影モードがライブビュー中通常撮影モードに設定される
と、スルー画像表示時に一旦通常撮影モードにおける撮影と同様の撮影を行い、通常撮影
モードにおけるリセット動作を行うことなく、再びスルー画像を表示させることができる
。
【０１４９】
　ライブビュー中通常撮影モードにおけるカメラボディ１の動作の概要は次のようなもの
である。撮影モードがライブビュー中通常撮影モードに設定されると、上述した「（２－
１）　ライブビューモード設定時」と同様の動作が行われ、スルー画像が背面表示モニタ
７に表示される。ここで、レリーズボタンが全押し操作されると、上述した「（２－２）
　ライブビューモード解除時（通常撮影モードへ設定した場合）」と同様の動作が行われ
、カメラボディ１は、一旦、通常撮影モードにおける撮影待機状態と同じ状態となる。引
き続き、カメラボディ１では上述した「（１）　通常の撮影時の動作（通常撮影モード）
」における、レリーズ動作および撮影動作が実行されるが、その後、通常撮影モードにお
けるリセット動作は行われず、代わりに、上述した「（２－３）　ライブビューモード設
定時にレリーズボタンが押圧された場合」における撮影動作が終了した後の動作と同様の
動作が行われる。以下、図１１，１４，１７を参照して説明する。
【０１５０】
　たとえば、撮影モードが通常撮影モードから、ライブビュー中通常撮影モードに設定さ
れると、上述した「（２－１）　ライブビューモード設定時」と同様に、制御回路３１は
、シーケンスモータ４を逆転させて、カム軸１７２の回動角度がＡ領域からＤ～Ｆ領域を
経てＧ領域に到達するまで回動させた後、シーケンスモータ４を停止させる（図１１，１
４）。また、制御回路３１は、シーケンスモータ４を停止させた後、スルー画像が背面表
示モニタ７に表示されるよう各部を制御する。これにより、スルー画像が背面表示モニタ
７に表示される。なお、制御回路３１は、上述した「（２－１）　ライブビューモード設
定時」と同様に、スルー画像表示中は、スルー画像のピント調節のため、像面ＡＦによっ
て撮影レンズ２のフォーカス調整を繰り返し行うが、この時点ではシャッタ秒時の演算は
行わない。
【０１５１】
　不図示のレリーズボタンが全押し操作されて不図示の全押しスイッチから全押し操作信
号が入力されると、制御回路３１は、像面ＡＦを終了すると共に、スルー画像の背面表示
モニタ７への表示を中止させる。また、制御回路３１は、上述した「（２－２）　ライブ
ビューモード解除時（通常撮影モードへ設定した場合）」と同様に、制御回路３１は、シ
ーケンスモータ４を正転させて、カム軸１７２の回動角度が上述したＧ領域からＦ～Ｄ領
域を経てＡ領域に到達するまで回動させた後、シーケンスモータ４を一時停止させる（図
１１，１７）。この時点で、カメラボディ１は、通常撮影モードにおけるレリーズ開始前
の状態と同じ状態となる。



(28) JP 5251361 B2 2013.7.31

10

20

30

40

50

【０１５２】
　カム軸１７２の回動角度がＡ領域に到達して、シーケンスモータ４を一時停止させてい
る間に、制御回路３１は、通常撮影モードにおける半押し操作信号が入力された場合と同
様に、制御絞り値およびシャッタ秒時を演算するとともに、測距演算を行う。これらの演
算は図１７に示したＡ領域におけるＡＥ／ＡＦと記載した区間で実行される。すなわち、
制御回路３１は、シーケンスモータ４の一時停止中に、測光ユニット５で検出された被写
体の明るさに基づいて公知の測光演算を行い、制御絞り値およびシャッタ秒時を演算する
。また、制御回路３１は、ＡＦユニット６の焦点検出結果に基づいて公知の測距演算を行
い、撮影レンズ２のフォーカス調整を行う。測光・測距演算後、制御回路３１は、通常撮
影モードにおける全押し操作信号が入力された場合と同様に、通常撮影モードにおける、
レリーズ動作および撮影動作（本撮影）が実行されるよう、カメラボディ１の各部を制御
する。
【０１５３】
　上述のレリーズ動作および撮影動作が終了した時点では、カム軸１７２の回動角度がＣ
領域、すなわちＩ領域に到達している。上述のレリーズ動作および撮影動作が終了すると
、これに引き続き、制御回路３１は、シーケンスモータ４を正転させて、カム軸１７２の
回動角度がＩ領域からＨ領域を経てＧ領域に到達するまで回動させた後、シーケンスモー
タ４を停止させる（図１１，１７）。このとき、上述した「（２－３）　ライブビューモ
ード設定時にレリーズボタンが押圧された場合」における撮影動作が終了した後の動作と
同様の動作が行われる。
【０１５４】
　なお、カム軸１７２の回動角度がＩ領域からＧ領域に到達するまでの間に、絞り制御レ
バー駆動カム１５２のリフト量には変化がないので、撮影レンズ２の絞りが開放状態とさ
れることはなく、ライブビュー中通常撮影モードが解除されるまで、または、再び不図示
のレリーズボタンが全押し操作されるまでは、上述した本撮影時に絞り込まれたままの状
態を維持する。また、先幕チャージカム１２１、およびミラー駆動カム１５１のリフト量
には変化がないので、上述したように、先幕遮光羽根群４１１がリセットされることはな
く、メインミラー１１が退避位置から移動することはない。すなわち、撮影動作が終了し
た後、スルー画の表示が再開されるまで、先幕遮光羽根群４１１は、撮影開口４６１を開
放したままとなり、メインミラー１１はミラーアップしたままとなる。
【０１５５】
　制御回路３１は、カム軸１７２の回動角度がＧ領域に到達して、シーケンスモータ４を
停止させた後、スルー画像が背面表示モニタ７に表示されるよう各部を制御する。これに
より、スルー画像が背面表示モニタ７に再び表示される。また、制御回路３１は、上述し
た撮影レンズ２のフォーカス調整を再開する。
【０１５６】
　このように、ライブビュー中通常撮影モードでは、カム軸１７２は逆転することなく、
上述した撮影シーケンスを実行する。なお、撮影動作終了時点では、カム軸１７２の回動
角度はＣ（Ｉ）領域にあるが、ライブビュー中通常撮影モードにおける撮影開始前の状態
では、カム軸１７２の回動角度はＧ領域にある。Ｃ領域からＧ領域に至るカム軸１７２の
回動量は、逆転時よりも正転時の方が少ない。したがって、ライブビュー中通常撮影モー
ドでは、撮影動作終了後、撮影開始前の状態に復帰する際に、カム軸１７２を正転させた
方が、短時間で撮影開始前の状態に復帰する。
【０１５７】
　また、カム軸１７２を逆転させた場合には、一旦先幕遮光羽根群４１１をリセットした
後、スルー画表示のために先幕遮光羽根群４１１を再び走行させる必要があり、一旦メイ
ンミラー１１をミラーダウンさせた後、スルー画表示のために再びミラーアップする必要
がある。これに対して、カム軸１７２を正転させた場合には、上述したように先幕遮光羽
根群４１１がリセットされず、メインミラー１１がミラーダウンされないので、無駄な動
作がない。
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【０１５８】
（５）　スルー画像表示後に一旦、通常撮影モードと同様の撮影動作を行い、通常撮影モ
ードの撮影待機状態に移行する際の動作（ライブビュー後通常撮影モード）
　本実施の形態のカメラでは、撮影モードがライブビュー後通常撮影モードに設定される
と、スルー画像表示時に一旦通常撮影モードにおける撮影と同様の撮影を行い、その後、
通常撮影モードにおけるリセット動作を行うことができる。
【０１５９】
　ライブビュー後通常撮影モードにおけるカメラボディ１の動作の概要は次のようなもの
である。撮影モードがライブビュー後通常撮影モードに設定されると、上述した「（２－
１）　ライブビューモード設定時」と同様の動作が行われ、スルー画像が背面表示モニタ
７に表示される。ここで、レリーズボタンが全押し操作されると、上述した「（２－２）
　ライブビューモード解除時（通常撮影モードへ設定した場合）」と同様の動作が行われ
、カメラボディ１は、通常撮影モードにおける撮影待機状態と同じ状態となる。引き続き
、カメラボディ１では上述した「（１）　通常の撮影時の動作（通常撮影モード）」にお
ける、レリーズ動作および撮影動作（本撮影）が実行される。
【０１６０】
　すなわち、ライブビュー後通常撮影モードに設定されると、上述したライブビュー中通
常撮影モードにおける撮影動作が終了する時点までの動作と同様の動作が行われる。その
後、上述したライブビュー中通常撮影モードの場合とは異なり、通常撮影モードにおける
リセット動作が行われる。以下、図１１，１４，１８を参照して説明する。
【０１６１】
　たとえば、撮影モードが通常撮影モードから、ライブビュー後通常撮影モードに設定さ
れると、上述した「（２－１）　ライブビューモード設定時」と同様に、制御回路３１は
、シーケンスモータ４を逆転させて、カム軸１７２の回動角度がＡ領域からＤ～Ｆ領域を
経てＧ領域に到達するまで回動させた後、シーケンスモータ４を停止させる（図１１，１
４）。また、制御回路３１は、シーケンスモータ４を停止させた後、スルー画像が背面表
示モニタ７に表示されるよう各部を制御する。これにより、スルー画像が背面表示モニタ
７に表示される。なお、制御回路３１は、上述したライブビュー中通常撮影モードに設定
された場合と同様に、スルー画像表示中は、スルー画像のピント調節のため、像面ＡＦに
よって撮影レンズ２のフォーカス調整を繰り返し行うが、この時点ではシャッタ秒時の演
算は行わない。
【０１６２】
　不図示のレリーズボタンが全押し操作されて不図示の全押しスイッチから全押し操作信
号が入力されると、制御回路３１は、像面ＡＦを終了するとともに、スルー画像の背面表
示モニタ７への表示を中止させる。また、制御回路３１は、上述した「（２－２）　ライ
ブビューモード解除時（通常撮影モードへ設定した場合）」と同様に、制御回路３１は、
シーケンスモータ４を正転させて、カム軸１７２の回動角度が上述したＧ領域からＦ～Ｄ
領域を経てＡ領域に到達するまで回動させた後、シーケンスモータ４を一時停止させる（
図１８）。この時点で、カメラボディ１は、通常撮影モードにおけるレリーズ開始前の状
態と同じ状態となる。
【０１６３】
　カム軸１７２の回動角度がＡ領域に到達して、シーケンスモータ４を一時停止させてい
る間に、制御回路３１は、通常撮影モードにおける半押し操作信号が入力された場合と同
様に、制御絞り値およびシャッタ秒時を演算するとともに、測距演算を行う。これらの演
算は図１８に示したＡ領域におけるＡＥ／ＡＦと記載した区間で実行される。すなわち、
制御回路３１は、シーケンスモータ４の一時停止中に、測光ユニット５で検出された被写
体の明るさに基づいて公知の測光演算を行い、制御絞り値およびシャッタ秒時を演算する
。また、制御回路３１は、ＡＦユニット６の焦点検出結果に基づいて公知の測距演算を行
い、撮影レンズ２のフォーカス調整を行う。測光・測距演算後、制御回路３１は、通常撮
影モードにおける全押し操作信号が入力された場合と同様に、通常撮影モードにおける、
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レリーズ動作および撮影動作が実行されるよう、カメラボディ１の各部を制御する。
【０１６４】
　上述のレリーズ動作および撮影動作が終了した時点では、カム軸１７２の回動角度がＣ
領域に到達している。上述のレリーズ動作および撮影動作が終了すると、これに引き続き
、制御回路３１は、シーケンスモータ４を逆転させて、カム軸１７２の回動角度がＣ領域
からＢ領域を経てＡ領域に到達するまで回動させた後、シーケンスモータ４を停止させる
（図１８）。このとき、上述した「（１）　通常の撮影時の動作（通常撮影モード）」に
おけるリセット動作と同様の動作が行われる。
【０１６５】
　制御回路３１は、カム軸１７２の回動角度がＡ領域に到達すると、シーケンスモータ４
を停止させる。また、制御回路３１は、撮影モードを通常撮影モードに設定する。このよ
うに、ライブビュー後通常撮影モードでは、１回本撮影される度に撮影モードが通常撮影
モードに戻される。なお、撮影動作終了時点では、カム軸１７２の回動角度はＣ（Ｉ）領
域にあるが、ライブビュー後通常撮影モードにおける一連の撮影シーケンスが終了した時
点では、カム軸１７２の回動角度はＡ領域にある。Ｃ領域からＡ領域に至るカム軸１７２
の回動量は、正転時よりも逆転時の方が少ない。したがって、ライブビュー後通常撮影モ
ードでは、撮影動作終了後、カム軸１７２を逆転させた方が、短時間で一連の撮影シーケ
ンスが終了する。
【０１６６】
　このように、本実施の形態のカメラでは、次の作用効果を奏する。
（１）　先幕チャージカム１２１および後幕チャージカム１２２がカム軸１７２とともに
一体的に回動されるように構成するとともに、カム軸１７２の回動角度に応じて、先幕遮
光羽根群４１１および後幕遮光羽根群４３１が個別にリセットできるように構成した。し
たがって、先幕遮光羽根群４１１および後幕遮光羽根群４３１の動作制御を多様化できる
。
【０１６７】
　たとえば、ライブビューモード設定時には、カム軸１７２の回動角度をＡ領域からＧ領
域へ変更することで、後幕遮光羽根群４３１をチャージした状態（すなわち、後幕チャー
ジカム１２２のリフト量が最も多い状態）を保ちつつ、先幕遮光羽根群４１１が走行可能
な状態（すなわち、先幕チャージカム１２１のリフト量が最も少なくなる状態）へ移行で
きる。また、ライブビューモード解除時には、カム軸１７２の回動角度をＧ領域からＡ領
域へ変更することで、後幕遮光羽根群４３１をチャージした状態（すなわち、後幕チャー
ジカム１２２のリフト量が最も多い状態）を保ちつつ、先幕遮光羽根群４１１をチャージ
する状態（すなわち、先幕チャージカム１２１のリフト量が最も多くなる状態）へ移行で
きる。
【０１６８】
　これにより、後幕遮光羽根群４３１を走行させなくても、先幕遮光羽根群４１１だけを
走行、またはチャージできるので、ライブビューモードの設定時および解除時に、動かす
必要のない後幕遮光羽根群４３１を動かさなくてもよく、ライブビューモードの設定時や
解除時の所要時間を短くでき、操作レスポンスに優れたカメラを提供できる。また、ライ
ブビューモードの設定時および解除時に、動かす必要のない後幕遮光羽根群４３１を動か
さないので、後幕遮光羽根群４３１およびその駆動機構やチャージ機構の寿命を延命化で
きるほか、駆動動力を抑制して消費電力を抑制でき、また、可動部からのダストの発生を
抑制でき、ダストに起因する画質の劣化を抑制できる。
【０１６９】
（２）　ライブビューモード設定時にレリーズボタンが押圧されると、カム軸１７２の回
動角度がＧ領域からＨ領域を経てＩ領域へ到達し、撮像後は逆にＩ領域からＨ領域を経て
Ｇ領域へ到達するように構成した。すなわち、各カム１２１，１２２のリフト量が先幕遮
光羽根群４１１を走行可能とし、かつ、後幕遮光羽根群４３１をチャージする状態（Ｇ領
域）から、先幕遮光羽根群４１１および後幕遮光羽根群４３１を走行可能とする状態（Ｉ
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領域）へと移行する。また、各カム１２１，１２２のリフト量が先幕遮光羽根群４１１お
よび後幕遮光羽根群４３１を走行可能とする状態（Ｉ領域）から、先幕遮光羽根群４１１
をチャージする状態（Ａ，Ｄ，Ｅ領域）を経由することなく、先幕遮光羽根群４１１を走
行可能とし、かつ、後幕遮光羽根群４３１をチャージする状態（Ｇ領域）へ移行する。し
たがって、ライブビューモード設定時の撮影において、チャージする必要のない先幕遮光
羽根群４１１をチャージしなくても、後幕遮光羽根群４３１だけを走行、またはチャージ
できる。これにより、ライブビューモード設定時の撮影において、撮影のサイクルタイム
を短くでき、連写性能の高いカメラを提供できる。また、ライブビューモード設定時の撮
影において、動かす必要のない先幕遮光羽根群４１１を動かさないので、先幕遮光羽根群
４１１およびその駆動機構やチャージ機構の寿命を延命化できるほか、駆動動力を抑制し
て消費電力を抑制でき、また、可動部からのダストの発生を抑制でき、ダストに起因する
画質の劣化を抑制できる。
【０１７０】
（３）　通常撮影モード設定時や、ライブビュー後通常撮影モード設定時には、本撮影時
にカム軸１７２の回動角度がＡ領域からＢ領域を経てＣ領域へ到達し、本撮影後は逆にＣ
領域からＢ領域を経てＡ領域へ到達するように構成した。すなわち、各カム１２１，１２
２が先幕遮光羽根群４１１および後幕遮光羽根群４３１をチャージする状態（Ａ領域）か
ら、カム面の当接部分が各チャージカムレバー１２３，１２４から離間する方向へ徐々に
移動し（Ｂ領域）、先幕遮光羽根群４１１および後幕遮光羽根群４３１を走行可能とする
状態（Ｃ領域）へと移行する。また、本撮影後には、先幕遮光羽根群４１１および後幕遮
光羽根群４３１を走行可能とする状態（Ｃ領域）から、カム面の当接部分が各チャージカ
ムレバー１２３，１２４を徐々にチャージ方向に押圧し、先幕遮光羽根群４１１および後
幕遮光羽根群４３１をチャージする状態（Ａ領域）へと移行する。したがって、先幕遮光
羽根群４１１および後幕遮光羽根群４３１を一括して走行可能とし、または、チャージす
る。これにより、従来のカメラと同様の撮影シーケンスを実現でき、従来のカメラと同様
の撮影機能、使い勝手を確保できる。
【０１７１】
（４）　カム軸１７２が正転しても逆転しても、先幕遮光羽根群４１１および後幕遮光羽
根群４３１がともに走行可能となるＣ（Ｉ）領域に到達できるように構成した。また、カ
ム軸１７２の回動角度がＣ（Ｉ）領域にあるときに被写体像を撮像するように構成した。
これにより、設定された撮影モードに応じて、先幕遮光羽根群４１１および後幕遮光羽根
群４３１をともに走行可能とする際に、無駄な動作が少なくなるので、撮影のサイクルタ
イムを短くでき、連写性能の高いカメラを提供できる。また、動かす必要のない部材を動
かさないので、各可動部分の寿命を延命化できるほか、駆動動力を抑制して消費電力を抑
制でき、また、可動部からのダストの発生を抑制でき、ダストに起因する画質の劣化を抑
制できる。
【０１７２】
（５）　カム軸１７２の回動角度がＤ領域内にある間は、カム軸１７２の逆転が進行する
につれてミラー駆動カム１５１のリフト量が徐々に減って、上メインミラー１１が退避位
置へ移動するように構成した。カム軸１７２の回動角度がＤ領域内にある間は、カム軸１
７２の正転が進行するにつれてミラー駆動カム１５１のリフト量が徐々に増えて、メイン
ミラー１１が観察位置へ移動するように構成した。また、カム軸１７２の回動角度がＡ，
Ｄ，Ｅ領域内にある間は、先幕遮光羽根群４１１および後幕遮光羽根群４３１がチャージ
されるように構成した。したがって、ライブビュー・メカニカルシャッタ撮影モード設定
時にレリーズボタンが全押し操作された際、先幕遮光羽根群４１１がチャージされても、
メインミラー１１は退避位置から移動しない。そのため、ライブビュー・メカニカルシャ
ッタ撮影モードにおける本撮影開始時に、ミラーダウンの必要のないメインミラー１１を
ミラーダウン（およびその後のミラーアップ）させなくても、先幕遮光羽根群４１１をチ
ャージできる。また、ライブビュー・メカニカルシャッタ撮影モードにおける本撮影後の
リセット時に、ミラーダウンの必要のないメインミラー１１をミラーダウン（およびその
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後のミラーアップ）させなくても、先幕遮光羽根群４１１および後幕遮光羽根群４３１を
チャージできる。これにより、ライブビュー・メカニカルシャッタ撮影モード設定時の撮
影において、撮影のサイクルタイムを短くでき、連写性能の高いカメラを提供できる。ま
た、ライブビュー・メカニカルシャッタ撮影モード設定時の撮影において、動かす必要の
ないメインミラー１１を動かさないので、メインミラー１１およびその駆動機構やチャー
ジ機構の寿命を延命化できるほか、駆動動力を抑制して消費電力を抑制でき、また、可動
部からのダストの発生を抑制でき、ダストに起因する画質の劣化を抑制できる。
【０１７３】
（６）　通常撮影モード設定時や、ライブビュー後通常撮影モード設定時には、撮影時に
カム軸１７２の回動角度がＡ領域からＢ領域を経てＣ領域へ到達する際に、各マグネット
１４３，１４４を励磁して、当接している各マグネット吸着部１４１ｅ，１４２ｅを吸着
保持するように構成した。そして、撮像素子３で撮像する際には、各マグネット１４３，
１４４の励磁コイルへの通電を順次停止するように構成した。これにより、シャッタ秒時
を正確に制御できるので、所望の明るさの画像を得ることができる。
【０１７４】
（７）　スルー画像の表示時には、カム軸１７２の回動角度がＧ領域へ移動して、後幕遮
光羽根群４３１をチャージした状態を保ちつつ、先幕遮光羽根群４１１を走行可能な状態
とし、各マグネット１４３，１４４の励磁コイルへの通電を行わないように構成した。し
たがって、先幕遮光羽根群４１１は撮影開口４６１を開放し、後幕遮光羽根群４３１は撮
影開口４６１の上方に退避する。これにより、各マグネット１４３，１４４の励磁コイル
へ通電しなくてもスルー画像を表示できるので、消費電力を抑制し、撮像可能枚数の減少
を抑制できる。
【０１７５】
（８）　遮光羽根群４１１，４３１を遮光幕機構４００に設け、遮光羽根群４１１，４３
１を駆動する駆動機構をシーケンスシャッタ駆動ユニット１００側に設けることで、遮光
羽根群４１１，４３１と、遮光羽根群４１１，４３１を駆動する駆動機構とを分離した。
このように構成することで、シーケンスシャッタ駆動ユニット１００側だけの仕様変更や
、遮光幕機構４００だけの仕様変更が容易となるため、すなわちシャッタ装置の一部だけ
の仕様変更（設計変更）が容易となるため、上述したシーケンスシャッタ駆動ユニット１
００および遮光幕機構４００を様々なカメラに容易に搭載できる。これにより、上述した
シーケンスシャッタ駆動ユニット１００および遮光幕機構４００を様々なカメラに搭載す
る際の設計変更などが容易となり、設計期間および製造準備期間の短縮化が図れる。また
、設計時および製造時のコストダウンを図れる。
【０１７６】
（９）　本実施の形態のシーケンスシャッタ駆動ユニット１００および遮光幕機構４００
では、遮光羽根群４１１，４３１の走行軌跡や停止位置といった遮光羽根群４１１，４３
１の動作の精度を左右する、各アーム４２１，４２２，４４１，４４２の回動軸である先
幕駆動レバー係止ピン１８１、後幕駆動レバー係止ピン１８２、先幕従動アーム支持ピン
１８３、および後幕従動アーム支持ピン１８４が第２地板１１２に対して取り付けられて
いる。すなわち、遮光羽根群４１１，４３１の動作の精度に影響を与える各ピン１８１～
１８４がシーケンス地板１１０で位置決めされるように構成した。したがって、遮光羽根
群４１１，４３１の動作の精度をシーケンスシャッタ駆動ユニット１００で確保できる。
すなわち、従来のシャッタ装置のような、遮光羽根群の回動アームの回動軸が取り付けら
れるために相応の剛性を持たされた基板が遮光幕機構４００では不要となる。そのため、
前ケース４６０や後カバー４７０については、従来のシャッタ装置のように高い剛性や製
作精度が必要ではなくなるので、遮光幕機構４００を前後方向に薄くすることができる。
これにより、カメラ（カメラボディ１）の小型化に資する。
【０１７７】
　なお、前ケース４６０や後カバー４７０については、遮光性能が十分であれば、第２地
板１１２に対する取り付け精度は、従来のシャッタ装置のミラーボックスへの取り付け精
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度のような高い精度が必要ではない。したがって、前ケース４６０や後カバー４７０の製
造コスト・組み立てコストを低減できる。
【０１７８】
（１０）　本実施の形態のシーケンスシャッタ駆動ユニット１００および遮光幕機構４０
０では、先幕主アーム４２１および後幕主アーム４４１の回動中心が、先幕主アーム４２
１および後幕主アーム４４１を駆動する先幕駆動レバー１４１および後幕駆動レバー１４
２の回動中心と一致している。したがって、先幕主アーム４２１および後幕主アーム４４
１の回動が円滑となり、かつ、先幕駆動レバー１４１および後幕駆動レバー１４２から先
幕主アーム４２１および後幕主アーム４４１への動力の伝達効率も向上する。先幕主アー
ム４２１および後幕主アーム４４１の寿命を長くすることができるほか、静音化や消費電
力の削減に資する。
【０１７９】
（１１）　互いに直交する第１地板１１１および第２地板１１２に、メインミラー１１や
撮影レンズ２の絞り、遮光羽根群４１１，４３１などを駆動するための各構成要素を配設
するように構成した。したがって、その動作方向から回動軸がカメラボディ１の左右方向
に延在することとなる各レバー１２３～１２５，１５３，１５４や各ギヤ１２６，１３１
、各カム１２１，１２２，１５１，１５２などと、回動軸がカメラボディ１の前後方向に
延在することとなる各駆動レバー１４１，１４２とをコンパクトに配設できる。これによ
り、カメラ（カメラボディ１）の小型化に資する。
【０１８０】
－－－変形例－－－
（１）　上述の説明では、ライブビューモード、ライブビュー・メカニカルシャッタ撮影
モード、およびライブビュー中通常撮影モードに設定されている場合には、本撮影が行わ
れても設定されたモードが変更されることはないが、本発明はこれに限定されない。たと
えば、ライブビューモード、ライブビュー・メカニカルシャッタ撮影モード、およびライ
ブビュー中通常撮影モードに設定されている場合に本撮影が行われると、通常撮影モード
に自動的に復帰するように構成してもよい。
【０１８１】
（２）　上述の説明では、カム軸１７２の回動角度に関して、Ｃ領域とＩ領域とが同じ角
度範囲の領域であるが、本発明はこれに限定されない。たとえば、Ｃ領域とＩ領域とが異
なる角度範囲の領域であってもよい。また、上述の説明では、カム軸１７２の回動範囲に
特に制限はなかったが、たとえば０度から３６０度までというように、カム軸１７２の回
動範囲が制限されていてもよい。
【０１８２】
（３）　上述の説明では、先幕遮光羽根群４１１および後幕遮光羽根群４３１は、それぞ
れ３枚の羽根から構成されているが、枚数は３枚には限定されない。２枚以下であっても
よく、４枚以上であってもよい。また、上述の説明では、遮光幕機構４００の遮光羽根群
は、先幕遮光羽根群４１１および後幕遮光羽根群４３１の２組あるが、遮光羽根群は１組
であってもよい。なお、上述の説明における構成は、基本構成を示すものであり、シーケ
ンスシャッタ駆動ユニット１００や遮光幕機構４００に周知のブレーキ機構や、Ｘスイッ
チ、シャッタモニタ等を設けてもよい。
（４）　上述した各実施の形態および変形例は、それぞれ組み合わせてもよい。
【０１８３】
　なお、本発明は、上述した実施の形態のものに何ら限定されず、被写体像を撮像する撮
像素子と、撮像素子を遮光する閉状態と撮像素子に被写体像を導く開状態との間で開閉動
作を行う第１および第２のシャッタ羽根群と、第１のシャッタ羽根群を駆動する第１の駆
動力をチャージするための第１のチャージ部材と、第２のシャッタ羽根群を駆動する第２
の駆動力をチャージするための第２のチャージ部材と、第１のチャージ部材と当接して第
１のチャージ部材をチャージ方向に移動させることで第１の駆動力をチャージする第１駆
動力チャージカム面が形成された第１のカムと、第２のチャージ部材と当接して第２のチ
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ャージ部材をチャージ方向に移動させることで第２の駆動力をチャージする第２駆動力チ
ャージカム面が形成された第２のカムと、撮影光路中にあってファインダーに被写体像を
導くダウン姿勢と、撮影光路から退避して撮像素子に被写体像を導くアップ姿勢との２姿
勢の間でミラーを駆動するようにカム面が形成された第３のカムと、第１～第３のカムが
固定される軸であって、第１～第３のカムを一体的に回動させる回動軸とを備え、回動軸
が第１の回動位相に回動されると、第１のカムは第１の駆動力で第１のシャッタ羽根群が
駆動されることを妨げない回動位相に回動され、かつ、第２駆動力チャージカム面は第２
のチャージ部材に当接して第２の駆動力をチャージし、回動軸が第１の回動位相から第２
の回動位相に回動される過程では、第２駆動力チャージカム面は第２のチャージ部材に当
接して第２の駆動力をチャージする状態を維持し、回動軸が第１の回動位相から第２の回
動位相に回動されると、第１駆動力チャージカム面は第１のチャージ部材に当接して第１
の駆動力をチャージし、かつ、第２駆動力チャージカム面は第２のチャージ部材に当接し
て第２の駆動力をチャージすることを特徴とする各種構造のカメラを含むものである。
【図面の簡単な説明】
【０１８４】
【図１】カメラボディ１の断面図である。
【図２】シーケンスシャッタ駆動ユニット１００および遮光幕機構４００を左斜め前方か
ら見た斜視図である。
【図３】シーケンスシャッタ駆動ユニット１００および遮光幕機構４００を右斜め後方か
ら見た斜視図である。
【図４】シーケンスシャッタ駆動ユニット１００の一部分についての分解図である。
【図５】シーケンスシャッタ駆動ユニット１００の一部分についての分解図である。
【図６】シーケンスシャッタ駆動ユニット１００を右斜め後方から見た図である。
【図７】シーケンスシャッタ駆動ユニット１００およびメインミラー１１を右斜め後方か
ら見た図である。
【図８】シーケンスシャッタ駆動ユニット１００と遮光幕機構４００とを分離した状態で
左斜め前方から見た斜視図である。
【図９】シーケンスシャッタ駆動ユニット１００と遮光幕機構４００とを分離した状態で
左斜め後方から見た斜視図である。
【図１０】遮光幕機構４００の分解図である。
【図１１】カム軸１７２の回動位相を横軸に、各カムのリフト量および３つのスイッチの
オンオフ状態を縦軸にとったグラフである。
【図１２】カメラボディ１のシーケンスチャートである。
【図１３】カメラボディ１のシーケンスチャートである。
【図１４】カメラボディ１のシーケンスチャートである。
【図１５】カメラボディ１のシーケンスチャートである。
【図１６】カメラボディ１のシーケンスチャートである。
【図１７】カメラボディ１のシーケンスチャートである。
【図１８】カメラボディ１のシーケンスチャートである。
【符号の説明】
【０１８５】
１　カメラボディ　　　　　　　　　　　　　２　撮影レンズ
３　撮像素子　　　　　　　　　　　　　　　４　シーケンスモータ
１０　ミラーボックス　　　　　　　　　　　１１　メインミラー
３０　制御基板　　　　　　　　　　　　　　３１　制御回路
１００　シーケンスシャッタ駆動ユニット　　１１０　シーケンス地板
１２１　先幕チャージカム　　　　　　　　　１２２　後幕チャージカム
１２３　先幕チャージカムレバー　　　　　　１２４　後幕チャージカムレバー
１２５　絞り制御レバー　　　　　　　　　　１４１　先幕駆動レバー
１４２　後幕駆動レバー　　　　　　　　　　１５１　ミラー駆動カム
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１５２　絞り制御レバー駆動カム　　　　　　１５３　ミラー駆動カムレバー
１５４　絞り制御レバー駆動カムレバー　　　４００　遮光幕機構
４１１　先幕遮光羽根群　　　　　　　　　　４２１　先幕主アーム
４２２　先幕従動アーム　　　　　　　　　　４３１　後幕遮光羽根群
４４１　後幕主アーム　　　　　　　　　　　４４２　後幕従動アーム
４６１　撮影開口

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】
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【図１５】 【図１６】

【図１７】 【図１８】



(40) JP 5251361 B2 2013.7.31

10

フロントページの続き

(56)参考文献  特開２００７－３１２１９７（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００５－２９２５２６（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００８－０９６６０６（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００８－０１１３５８（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｇ０３Ｂ　　　９／３６　　　　
              Ｇ０３Ｂ　　１９／１２　　　　
              Ｈ０４Ｎ　　　５／２２５　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

