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(57)【要約】
【課題】レンズ保持部材とレンズの歪みを軽減すること
ができるカメラ装置を提供する。
【解決手段】カメラ本体４の構成部材である筐体２（上
部ケース６と下部ケース７）の外壁面に段差部７ａを介
して小径の位置決め筒部７ｂを形成し、このカメラ本体
４をねじ５を用いて取付基体１に取り付ける際に、位置
決め筒部７ｂを開口１ｃに嵌挿すると共に段差部７ａを
開口１ｃの上面外周縁に当接させ、この状態でねじ５を
締め付けて該ねじ５の締付力が段差部７ａと開口１ｃと
の当接部位で受けられるようにした。このように構成す
ると、ねじ５の締付力が筐体２の内側に収納固定された
レンズ保持部材３に直接作用しないため、ねじ５の締付
力によってカメラ本体４を取付基体１に堅固に取り付け
ても、レンズ保持部材３やレンズ１６に発生する歪みを
軽減することができる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　レンズを内側に保持する筒状のレンズ保持部材と、このレンズ保持部材を内側に収納し
て固定する筐体と、前記レンズを臨出させる開口が設けられた取付基体とを備え、前記筐
体が締付金具を用いて前記取付基体に取り付けられたカメラ装置であって、
　前記筐体の外壁面に段差部を介して小径の位置決め筒部を形成し、前記段差部を前記開
口の外縁部に当接させることにより、この当接部位で前記締付金具からの締付力を受ける
ようにすると共に、前記位置決め筒部を前記取付基体の前記開口に嵌挿したことを特徴と
するカメラ装置。
【請求項２】
　請求項１の記載において、前記筐体の少なくとも前記段差部を含む箇所を部分的に厚く
して肉厚部となし、この肉厚部の内周面を前記位置決め筒部の内周面よりも径方向内側へ
突出させたことを特徴とするカメラ装置。
【請求項３】
　請求項２の記載において、前記レンズ保持部材は径の異なる複数の組合せレンズを保持
する大径レンズ保持部と小径レンズ保持部とを有し、前記大径レンズ保持部を前記位置決
め筒部の内部から軸方向外側へ突出させると共に、前記小径レンズ保持部の外周面を前記
肉厚部の内周面に固定したことを特徴とするカメラ装置。
【請求項４】
　請求項３の記載において、前記位置決め筒部の内周面と前記大径レンズ保持部の外周面
との間に隙間を確保したことを特徴とするカメラ装置。
【請求項５】
　請求項４の記載において、前記隙間の内部に弾性体からなる防水リングを配設し、この
防水リングを前記位置決め筒部の内周面と前記大径レンズ保持部の外周面とに弾接させた
ことを特徴とするカメラ装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、車両用アウタミラー装置等に内蔵されて好適なカメラ装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、車両用アウタミラー装置のミラーハウジング内にカメラ本体を取り付け、こ
のカメラ本体によって撮像した画像をインストルメントパネル等に配設したモニタ画面に
表示することにより、ミラーによって視認できない死角をカバーするようにした技術が知
られている（例えば、特許文献１参照）。
【０００３】
　図５は上記特許文献１に開示された従来のカメラ装置を示す説明図であり、このカメラ
装置は、ミラーハウジング（図示省略）の内部に設置された取付基体１００と、この取付
基体１００に複数本のねじ１０１を用いて取り付けられた中空構造の筐体１０２と、この
筐体１０２に嵌合固定されたレンズ保持部材１０３とを備えている。取付基体１００には
円筒状の支持突起１００ａが立設されており、この支持突起１００ａで囲まれた空間の内
底面には開口１００ｂが穿設されている。筐体１０２の外壁面には鍔部１０２ａが突出形
成されており、各ねじ１０１はこの鍔部１０２ａを挿通して支持突起１００ａに螺合され
ている。レンズ保持部材１０３には内側にレンズ１０４が保持されており、これら筐体１
０２とレンズ保持部材１０３によってカメラ本体１０５が構成されている。レンズ保持部
材１０３には開口１００ｂの外縁部に当接する段差部１０３ａが形成されており、この段
差部１０３ａを介して連続する先端側の小径部分が位置決め筒部１０３ｂとなっている。
そして、この位置決め筒部１０３ｂを開口１００ｂに嵌挿することにより、カメラ本体１
０５（筐体１０２とレンズ保持部材１０３）が取付基体１００に対して径方向へ位置決め
されるようになっている。
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【特許文献１】特開２００４－１８２０４０号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　前述した従来のカメラ装置では、位置決め筒部１０３ｂを開口１００ｂに嵌入した状態
で各ねじ１０１を締め付けていくと、その締付力によって段差部１０３ａが開口１００ｂ
の上面外縁部に密着されるため、カメラ本体１０５を取付基体１００に対して高い位置精
度でガタ付きなく取り付けることができる。しかしながら、ねじ１０１の締付力が開口１
００ｂの上面外縁部と段差部１０３ａとの当接部位に作用するため、カメラ本体１０５を
堅固に取り付けようとすると、ねじ１０１の締付力によってレンズ保持部材１０３やレン
ズ１０４に歪みが発生するという問題があった。
【０００５】
　本発明は、このような従来技術の実情に鑑みてなされたもので、その目的は、レンズ保
持部材とレンズの歪みを軽減することができるカメラ装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記の目的を達成するために、本発明は、レンズを内側に保持する筒状のレンズ保持部
材と、このレンズ保持部材を内側に収納して固定する筐体と、前記レンズを臨出させる開
口が設けられた取付基体とを備え、前記筐体が締付金具を用いて前記取付基体に取り付け
られたカメラ装置において、前記筐体の外壁面に段差部を介して小径の位置決め筒部を形
成し、前記段差部を前記開口の外縁部に当接させることにより、この当接部位で前記締付
金具からの締付力を受けるようにすると共に、前記位置決め筒部を前記取付基体の前記開
口に嵌挿するように構成した。
【０００７】
　このように構成されたカメラ装置では、ねじ等からなる締付金具を締め付けて筐体を取
付基体に取り付ける際に、締付金具の締付力が筐体の段差部と開口の外縁部との当接部位
で受けられて、その締付力が筐体の内側に収納固定されたレンズ保持部材に直接作用しな
くなるため、レンズ保持部材とレンズに発生する歪みを軽減することができる。
【０００８】
　上記の構成において、筐体の少なくとも段差部を含む箇所を部分的に厚くして肉厚部と
なし、この肉厚部の内周面を位置決め筒部の内周面よりも径方向内側へ突出させると、締
付金具の締付力が作用する段差部付近の機械的強度が高まるため、締付金具の締付力に起
因する筐体の歪みが小さくなり、その分、レンズ保持部材とレンズの歪みをさらに軽減す
ることができる。
【０００９】
　この場合において、レンズ保持部材が径の異なる複数の組合せレンズを保持する大径レ
ンズ保持部と小径レンズ保持部とを有し、大径レンズ保持部を位置決め筒部の内部から軸
方向外側へ突出させると共に、小径レンズ保持部の外周面を肉厚部の内周面に固定すると
、筐体に形成した肉厚部の内側にレンズ保持部材の小径レンズ保持部を配置したレイアウ
トにより、肉厚部によって段差部付近の機械的強度を高めたうえで装置全体を径方向に小
型化することができる。
【００１０】
　また、この場合において、位置決め筒部の内周面と大径レンズ保持部の外周面との間に
隙間が確保されている構成にすると、締付金具の締付力に起因して筐体の位置決め筒部に
歪みが生じたとしても、その歪みは隙間で吸収されてレンズ保持部材の大径レンズ保持部
にほとんど伝達されなくなるため、レンズ保持部材とレンズの歪みをより効果的に軽減す
ることができる。その際、この隙間の内部に弾性体からなる防水リングを配設し、この防
水リングを位置決め筒部の内周面と大径レンズ保持部の外周面とに弾接させると、水等の
液体が間隙を通ってレンズ保持部材の内部に浸入することを防止できる。
【発明の効果】
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【００１１】
　本発明のレンズ装置は、レンズ保持部材を内側に収納固定した筐体を締付金具の締め付
けによって取付基体に取り付ける際に、締付金具の締付力は筐体の段差部と開口の外縁部
との当接部位で受けられるが、締付金具の締付力が筐体の内側に収納固定されたレンズ保
持部材に直接作用しないため、締付金具の大きな締付力によって筐体を取付基体に堅固に
取り付けても、レンズ保持部材や該レンズ保持部材に保持されたレンズに発生する歪みを
軽減することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
　発明の実施の形態について図面を参照して説明すると、図１は本発明の実施形態例に係
るカメラ装置の断面図、図２は該カメラ装置に備えられるカメラ本体の斜視図、図３は該
カメラ本体の分解斜視図、図３は該カメラ装置の要部を拡大して示す断面図である。
【００１３】
　本実施形態例に係るカメラ装置は、図示せぬミラーハウジング等の内部に設置された取
付基体１と、筐体２やレンズ保持部材３等で構成されるカメラ本体４とを備えており、後
述するように、カメラ本体４は締付金具である２本のねじ５を用いて取付基体１に取り付
けられている。取付基体１には四角筒状の支持突起１ａが立設されており、この支持突起
１ａの上面２箇所にはねじ孔１ｂが設けられている。取付基体１の支持突起１ａで囲まれ
た空間Ｓはカメラ本体４の収納スペースとなっており、この空間Ｓの内底面には平面視円
形の開口１ｃが穿設されている。
【００１４】
　筐体２は半割り形状の上部ケース６と下部ケース７からなり、これら両ケース６，７の
接合面にはパッキング８が介設されている。上部ケース６の上面中央部には貫通孔６ａを
有するボス６ｂが突出形成されており、このボス６ｂを包囲するようにブラケット９が配
置されている。ブラケット９は一対のねじ１０を用いて上部ケース６の上面に固定されて
おり、これら両ねじ１０を上部ケース６を挿通して下部ケース７に螺合することにより、
両ケース６，７が接合・一体化されて中空構造の筐体２を構成している。図２に示すよう
に、この筐体２は角柱形状の外観を呈しており、上部ケース６から突出するブラケット９
の両端部にはそれぞれ取付孔９ａが形成されている。
【００１５】
　下部ケース７の下端側には段差部７ａを介して小径の位置決め筒部７ｂが形成されてお
り、段差部７ａが開口１ｃの上面外周縁に当接することにより、取付基体１に対する筐体
２の高さ方向（図１の上下方向）の位置が規定されている。また、位置決め筒部７ｂの外
径は開口１ｃの内径とほぼ同じに設定されており、この位置決め筒部７ｂが開口１ｃに嵌
挿されることにより、取付基体１に対する筐体２の径方向（図１の左右方向）の位置が規
定されている。下部ケース７は段差部７ａの内側から上方中央部にかけて肉厚部７ｃとな
っており、この肉厚部７ｃの内周面は位置決め筒部７ｂの内周面よりも径方向内側へ突出
している。すなわち、位置決め筒部７ｂの内径に対して肉厚部７ｃの内径は小さめに設定
されている。
【００１６】
　筐体２の内部には、ＣＣＤ（固体撮像素子）１０を実装する下部基板１１と、図示せぬ
制御回路等を実装する上部基板１２とが配置されている。下部基板１１は２本の支柱１３
を用いて下部ケース７の肉厚部７ｃの上面にねじ止めされており、上部基板１２は２本の
ねじ１４を用いて両支柱１３上に固定されている。また、上部基板１２にはワイヤーハー
ネス１５がコネクタ接続されており、このワイヤーハーネス１５は上部ケース６の貫通孔
６ａを通って筐体２の外部に導出されている。
【００１７】
　レンズ保持部材３は大径レンズ保持部３ａと小径レンズ保持部３ｂを有する段付き形状
のレンズ鏡筒であり、この小径レンズ保持部３ｂの外周面を肉厚部７ｃの内周面に螺合す
ることにより、レンズ保持部材３は下部ケース７の内側に収納固定されている。レンズ保
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持部材３には径寸法の異なる複数の組合せレンズ１６が保持されており、これら組合せレ
ンズ１６のうち、比較的大径のレンズ１６は大径レンズ保持部３ａの内側に保持されて下
部リング３ｃにより抜け止めされ、小径のレンズ１６は小径レンズ保持部３ｂの内側に保
持されて上部リング３ｄにより抜け止めされている。大径レンズ保持部３ａの外周面には
弾性ゴムからなる防水リング１７が巻装されており、この大径レンズ保持部３ａは下部ケ
ース７の位置決め筒部７ｂの内部から下方へ突出している。図４に示すように、これら大
径レンズ保持部３ａの外周面と位置決め筒部７ｂの内周面との間には隙間Ｇが確保されて
おり、この隙間Ｇの内部で防水リング１７が位置決め筒部７ｂの内周面に圧接されること
により、水等の液体が間隙Ｇを通ってレンズ保持部材３の内部に浸入しないようになって
いる。
【００１８】
　上記のごとく構成されたカメラ本体４を取付基体１に取り付ける場合、まず、カメラ本
体４を取付基体１の支持突起１ａで囲まれた空間Ｓ内に挿入し、筐体２の構成部材である
下部ケース７の位置決め筒部７ｂを開口１ｃに嵌挿すると共に、下部ケース７の段差部７
ａを開口１ｃの上面外周縁に当接させる。これにより、筐体２を含むカメラ本体４が取付
基体１の径方向（図１の左右方向）に位置決めされると共に、カメラ本体４が取付基体１
の高さ方向（図１の上下方向）に位置決めされる。しかる後、筐体２に一体化されたブラ
ケット９の各取付孔９ａを支持突起１ａの対応するねじ孔１ｂに一致させ、この状態で取
付孔９ａに挿入したねじ５をねじ孔１ｂに螺合して締め付けていくと、その締付力によっ
て下部ケース７の段差部７ａが開口１ｃの上面外縁部に密着されるため、カメラ本体４を
取付基体１に対して高い位置精度を維持したままガタ付きなく堅固に取り付けることがで
きる。
【００１９】
　このとき、ねじ５の締付力は筐体２の構成部材である下部ケース７の段差部７ａと開口
１ｃの上面外縁部との当接部位で受けられ、その締付力が筐体２の内側に収納固定された
レンズ保持部材３に直接作用しないため、レンズ保持部材３やレンズ１６に発生する歪み
を軽減することができる。しかも、下部ケース７の段差部７ａを含む箇所を部分的に厚く
した肉厚部７ｃとなし、この肉厚部７ｃの内周面を位置決め筒部７ｂの内周面よりも径方
向内側へ突出させてあるので、ねじ５の締付力が作用する段差部７ａ付近の機械的強度が
高まって、ねじ５の締付力に起因する筐体２自身の歪みも小さくなり、その分、レンズ保
持部材３とレンズ１６の歪みをさらに軽減することができる。また、レンズ保持部材３が
径寸法の異なる大径レンズ保持部３ａと小径レンズ保持部３ｂとを有し、この大径レンズ
保持部３ａを位置決め筒部７ｂの内部から外側へ突出させると共に、小径レンズ保持部３
ｂの外周面を肉厚部７ｃの内周面に螺合・固定したので、肉厚部７ｃの内側にレンズ保持
部材３の小径レンズ保持部３ｂを配置したレイアウトとなり、筐体２に形成した肉厚部７
ｃによって段差部７ａ付近の機械的強度を高めたうえでカメラ装置全体を径方向に小型化
することができ。さらに、大径レンズ保持部３ａの外周面と位置決め筒部７ｂの内周面と
の間に隙間Ｇを確保し、これら大径レンズ保持部３ａと位置決め筒部７ｂに弾接する防水
リング１７を隙間Ｇ内に介在させたので、仮にねじ５の締付力に起因して位置決め筒部７
ｂが若干歪んだとしても、その歪みを大径レンズ保持部３ａまで伝達することなく隙間Ｇ
で吸収することができると共に、水等の液体が間隙Ｇを通ってレンズ保持部材３の内部に
浸入することを防水リング１７によって確実に防止できる。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】本発明の実施形態例に係るカメラ装置の断面図である。
【図２】該カメラ装置に備えられるカメラ本体の斜視図である。
【図３】該カメラ本体の分解斜視図である。
【図４】該カメラ装置の要部を拡大して示す断面図である。
【図５】従来例に係るカメラ装置の説明図である。
【符号の説明】
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【００２１】
　１　取付基体
　１ａ　支持突起
　１ｂ　ねじ孔
　１ｃ　開口
　２　筐体
　３　レンズ保持部材
　３ａ　大径レンズ保持部
　３ｂ　小径レンズ保持部
　４　カメラ本体
　５　ねじ（締付金具）
　６　上部ケース
　７　下部ケース
　７ａ　段差部
　７ｂ　位置決め筒部
　７ｃ　肉厚部
　９　ブラケット
　９ａ　取付孔
　１６　レンズ
　１７　防水リング
　Ｇ　隙間
　Ｓ　収納スペース

【図１】 【図２】
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【図５】
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