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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　異なる方向を撮像する複数の光学系および前記複数の光学系に対応する複数の固体撮像
素子を組み合わせた撮像体と、前記複数の固体撮像素子へ電力を供給する電力供給手段と
、前記撮像体を保持する保持部および前記電力供給手段を保持する本体部を有する筐体と
を備える撮像システムであって、
　前記撮像体の重心位置をＡとし、前記電力供給手段の重心位置をＢとし、当該撮像シス
テム全体の重心をＰとして、前記撮像体の重心位置Ａおよび前記全体の重心Ｐの距離ＡＰ
と、前記電力供給手段の重心位置Ｂおよび前記全体の重心Ｐの距離ＢＰとが、下記関係式
　ＡＰ＞ＢＰ
　満たし、前記筐体の前記本体部の位置の筐体面よりも前記複数の光学系それぞれが有す
る少なくとも最も被写体側に位置する光学素子のほうを異なる方向に突出させた、撮像シ
ステム。
【請求項２】
　前記撮像システムは、さらに、前記撮像体による撮像開始の指示が入力される撮像開始
入力手段を備え、
　前記光学系、前記撮像開始入力手段および前記電力供給手段は、前記撮像開始入力手段
の位置をＳとして、前記撮像体の重心位置Ａ、前記撮像開始入力手段の位置Ｓ、および前
記全体の重心Ｐの順となるように配置されている、請求項１に記載の撮像システム。
【請求項３】
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　前記筐体面よりも突出させた前記光学素子は、凸レンズであり、前記凸レンズは、該凸
レンズの曲率半径をｒとし、有効径をＲとして、下記関係式、
　１－１ｃｏｓ｛ｓｉｎ－１（Ｒ／２ｒ）｝≧０．１７
　を満たす、請求項１または２に記載の撮像システム。
【請求項４】
　前記撮像体の重量をｍとし、前記電力供給手段の重量をＭとして、前記撮像体の重量ｍ
および前記電力供給手段の重量Ｍが、下記関係式
　ｍ＜Ｍ
　を満たす、請求項１～３のいずれか１項に記載の撮像システム。
【請求項５】
　前記撮像システム全体の形状の中心位置をＮとして、前記撮像体の重量ｍと、前記電力
供給手段の重量Ｍと、前記撮像体の重心位置Ａおよび前記中心Ｎの距離ＡＮと、前記電力
供給手段の重心位置Ｂおよび前記中心Ｎの距離ＢＮとが、下記関係式
　ｍ×ＡＮ＜Ｍ×ＢＮ
　を満たす、請求項４に記載の撮像システム。
【請求項６】
　前記光学系は、光学素子として、比重が２．５ｇ／ｃｍ３より小さい材質で構成される
１枚以上のレンズを含む、請求項１～５のいずれか１項に記載の撮像システム。
【請求項７】
　前記光学系は、光学素子として樹脂材料で構成される１枚以上のレンズと、樹脂材料で
構成され前記光学素子を固定する光学素子保持部材とを含む、請求項１～６のいずれか１
項に記載の撮像システム。
【請求項８】
　前記筐体における前記電力供給手段が配置される付近の外装に配置された、衝撃吸収材
を備える、請求項１～７のいずれか１項に記載の撮像システム。
【請求項９】
　前記光学系は、それぞれ３６０度／ｎ以上の画角を有するｎ個の結像光学系から構成さ
れる、請求項１～８のいずれか１項に記載の撮像システム。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、撮像システムに関し、レンズ面が筐体から突出している撮像システムに関す
る。
【背景技術】
【０００２】
　全天周を一度に撮像する撮像システムとして、魚眼レンズや超広角レンズなどの広角な
レンズを複数使用したものが知られている。上記撮像システムでは、各々のレンズからの
像を同一または対応するセンサに投影し、画像処理により結合することで、全天周画像を
生成することができる。
【０００３】
　複数のレンズを用いた撮像システムでは、光学部品が少ない構成で撮像システムを構築
しようとすると、各レンズに割り当てられる画角が広くなる傾向にあった。例えば、２つ
の魚眼レンズを用いて全天周画像を撮影させる場合、各々の魚眼レンズには１８０°以上
の画角が必要となる。
【０００４】
　しかしながら、画角が広いレンズは、入射側のレンズの曲率半径が小さくなり、筐体か
ら突出する傾向にある。レンズ面が筐体から突出する撮像システムでは、撮像システムを
落下させた場合に、レンズが破損しやすいという問題がある。
【０００５】
　レンズを破損から保護する技術としては、例えば、特開昭６２－１９１８３８号公報（
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特許文献１）が知られている。特許文献１は、押し釦形状のレンズカバー開閉用操作部材
を、グリップ側のレンズ鏡筒カバー側面に設けたことを特徴とするレンズカバー付カメラ
を開示する。特許文献１の従来技術では、押し釦形状のレンズカバー開閉用操作部材が新
たに必要となるため、コストが増加してしまう。
【０００６】
　また、上述したような撮像システムでは、筐体形状が直線的な撮像システムの場合は特
に、光学系と、シャッターボタンと、電力供給手段とを直線状に配置する設計とされるこ
とが多い。このような撮像システムでは、撮影者は、撮影システムの重心位置からシャッ
ターボタンの位置の間を保持することになる。そして、シャッターボタンを押圧するとき
、撮像システムの重量の中で割合を多く占める光学系および電力供給手段の配置が不適切
であると、手振れが生じ易く、撮影者は安定的に撮影することが難しくなる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明は、上記従来技術における問題点に鑑みてなされたものであり、レンズ面が筐体
から突出している撮像システムにおいて、重心のバランスが改良された撮像システムを提
供することを目的とする。
【０００８】
　本発明の他の目的は、レンズ面が筐体から突出している撮像システムにおいて、新たな
部品を加えることなく、撮像システムが落下してしまった場合において、レンズ面が破損
してしまう可能性を好適に低減することができる、撮像システムを提供することを目的と
する。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明では、上記課題を解決するために、光学系および固体撮像素子を有する撮像体と
、固体撮像素子へ電力を供給する電力供給手段と、撮像体および電力供給手段を保持する
筐体とを備えた、以下の特徴を有する撮像システムを提供する。本撮像システムでは、光
学系は、筐体から突出した少なくとも１つの光学素子を含む。本撮像システムでは、光学
系を含む部分の重心位置をＡとし、上記電力供給手段の重心位置をＢとし、当該撮像シス
テム全体の重心をＰとして、上記光学系を含む部分の重心位置Ａおよび全体の重心Ｐの距
離ＡＰと、上記電力供給手段の重心位置Ｂおよび全体の重心Ｐの距離ＢＰとが、下記関係
式
　ＡＰ＞ＢＰ
　を満たす。
【発明の効果】
【００１０】
　上記構成を採用することにより、筐体からレンズ面が突出している撮像システムにおい
て、撮像システムの重量の中で割合を多く占める光学系および電力供給手段のバランスが
とれた撮像システムを提供することができる。また、新たな部品を加えることなく、撮像
システムを落下させた場合に、レンズ面が破損してしまう可能性を低減することができる
。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本実施形態による全天周撮像システムの全体図。
【図２】本実施形態による全天周撮像システムの撮像体における２つの結像光学系の詳細
な構成図。
【図３】第１レンズＬＡ１，ＬＡ２におけるサグ量を説明する図。
【図４】他の実施形態による全天周撮像システムの全体図。
【図５】他の実施形態による全天周撮像システムの全体図。
【図６】他の実施形態による全天周撮像システムの六面図。
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【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下、本願の実施形態について説明するが、本発明の実施形態は、以下に説明する実施
形態に限定されるものではない。なお、以下に説明する実施形態では、撮像システムの一
例として、２つの魚眼レンズを光学系に含む撮像体と、電力供給手段としてバッテリとを
備えた、全天周撮像システム１０を用いて説明する。
【００１３】
　図１は、本実施形態による全天周撮像システム１０を示す全体図である。図１に示す全
天周撮像システム１０は、撮像体１２と、バッテリ１４と、コントローラ・ボード１６Ａ
，１６Ｂと、これらの部品１２，１４，１６Ａ，１６Ｂを保持する筐体１８とを備える。
図１に示す実施形態では、撮像体１２は、２つの結像光学系２０Ａ，２０Ｂと、２つの固
体撮像素子２４Ａ，２４Ｂとを含み構成されている。結像光学系２０と固体撮像素子２４
とを１個ずつ組み合わせたものを撮像光学系と参照する。
【００１４】
　図１に例示する結像光学系２０各々は、６群７枚の魚眼レンズとして構成されている。
結像光学系２０が構成する魚眼レンズは、図１に示す実施形態では、１８０度（＝３６０
度／ｎ；ｎ＝２）より大きい画角を有する。魚眼レンズは、好適には１８５度以上の画角
を有し、さらに１９０度以上の画角を有することが好ましい。このような画角を有するこ
とにより、互いの重なり領域を基にして、画像処理において合成がなされる。
【００１５】
　図２は、図１に示す撮像体１２における２つの結像光学系２０Ａ，２０Ｂの詳細な構成
を示す図である。なお、図１で示すように各結像光学系は互いのプリズムを軸にして接合
されているが、図２においては、便宜上、２つの結像光学系２０Ａ，２０Ｂが離間して描
かれている点に留意されたい。図２に示すように、第１の結像光学系２０Ａは、レンズＬ
Ａ１～ＬＡ３により構成される前群と、反射部材である直角プリズムＰＡと、レンズＬＡ
４～ＬＡ７により構成される後群とを含む。そして、第４レンズＬＡ４の物体側には、開
口絞りＳＡが配置される。第１の結像光学系２０Ａでは、また、第７レンズＬＡ７の像側
には、フィルタＦと、開口絞りＳＡとが配置される。
【００１６】
　同様に結像光学系２０Ｂは、レンズＬＢ１～ＬＢ３により構成される前群と、直角プリ
ズムＰＢと、レンズＬＢ４～ＬＢ７により構成される後群とを含む。第４レンズＬＢ４の
物体側には、開口絞りＳＢが配置される。また、第７レンズＬＢ７の像側には、フィルタ
Ｆと、開口絞りＳＢとが配置される。
【００１７】
　特定の実施形態においては、第１の結像光学系２０Ａの前群を構成するレンズＬＡ１～
ＬＡ３は、物体側から順に、光学ガラス材料による負のメニスカスレンズ（ＬＡ１）、プ
ラスチック樹脂材料による負レンズ（ＬＡ２）、および光学ガラス材料による負のメニス
カスレンズ（ＬＡ３）である。後群を構成するレンズＬＡ４～ＬＡ７は、物体側から順に
、光学ガラス材料による両凸レンズ（ＬＡ４）、光学ガラス材料による両凸レンズ（ＬＡ
５）と両凹レンズ（ＬＡ６）との張り合わせレンズ、およびプラスチック樹脂材料による
両凸レンズ（ＬＡ７）である。
【００１８】
　上記特定の実施形態においては、第２の結像光学系２０Ｂの前群を構成するレンズＬＢ
１～ＬＢ３も同様に、物体側から順に、光学ガラス材料による負メニスカスレンズ（ＬＢ
１）、プラスチック樹脂材料による負レンズ（ＬＢ２）、および光学ガラス材料による負
のメニスカスレンズ（ＬＢ３）である。後群を構成するレンズＬＢ４～ＬＢ７も、物体側
から順に、光学ガラス材料による両凸レンズ（ＬＢ４）、光学ガラス材料による両凸レン
ズ（ＬＢ５）と両凹レンズ（ＬＢ６）との張り合わせレンズ、およびプラスチック樹脂材
料による両凸レンズ（ＬＢ７）である。
【００１９】
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　これら第１および第２の結像光学系２０Ａ，２０Ｂにおいて、前群のプラスチック樹脂
材料による負レンズＬＡ２，ＬＢ２と、後群のプラスチック樹脂材料による両凸レンズＬ
Ａ７，ＬＢ７とは、両面が非球面である。一方、残りの光学ガラス材料による各レンズは
、球面レンズとされている。
【００２０】
　前群と後群との間に配置される直角プリズムＰＡ，ＰＢは、好適には、ｄ線（λ＝５８
７．６ｎｍ）の屈折率が１．８より大きい材質で形成される。直角プリズムＰＡ，ＰＢは
、それぞれ、前群からの光を後群に向かって内部反射させる。したがって、各々の結像光
学系２０Ａ，２０Ｂにおいて、結像光束の光路は、直角プリズムＰＡ，ＰＢ内を通過する
。上記高い屈折率の材料で直角プリズムを構成することにより、直角プリズムＰＡ，ＰＢ
内の光路長が長くなり、前群、直角プリズムおよび後群における前群と後群の間の光路長
を、機械的な長さよりも長くできる。ひいては、魚眼レンズをコンパクトに構成すること
ができる。
【００２１】
　また、開口絞りＳＡ，ＳＢの近傍に直角プリズムＰＡ，ＰＢを配置することにより、小
さな外形の直角プリズムを用いるができるようになり、魚眼レンズ間の距離を小さくでき
る。また、図２に示すような直角プリズムＰＡ，ＰＢの配置を採用することにより、２つ
の光学系の視差を小さくすることができる。さらに、図１および図２に示すように、２つ
の結像光学系２０Ａ，２０Ｂを対向させて配置することにより、さらにコンパクトな構造
とし、撮像されない空間領域を小さくすることができる。
【００２２】
　ここで、再び図１を参照する。２つの結像光学系２０Ａ，２０Ｂの光学素子（レンズ、
プリズム、フィルタおよび開口絞り）は、その光軸が対応する固体撮像素子２４の受光領
域の中心部に直交して位置するように、かつ、受光領域が、対応する魚眼レンズの結像面
となるように、鏡筒２６によって、固体撮像素子２４Ａ，２４Ｂに対して位置関係が定め
られて保持されている。つまり、結像光学系２０各々は、組み合わせられる固体撮像素子
２４の受光領域に撮像対象の像を結像させるよう位置決めされている。
【００２３】
　固体撮像素子２４各々は、受光領域が面積エリアを成す２次元の固体撮像素子であり、
組み合わせられる結像光学系２０により集光された光を画像信号に変換する。固体撮像素
子２４Ａ，２４Ｂは、その受光面に、極微小な受光領域が相互に分離して２次元的に配列
した構造を有する。個々の微小な受光領域で光電変換される情報が個々の画素を構成する
。
【００２４】
　図１に示す実施形態では、結像光学系２０Ａ，２０Ｂは、同一仕様のものであり、それ
ぞれの光軸が合致するようにして、互いに逆向きに組み合わせられている。そして、全天
周撮像システム１０は、２つの結像光学系２０Ａ，２０Ｂと、２つの固体撮像素子２４Ａ
，２４Ｂとを組み合わせて、全天周の画像情報を撮像できるように構成されている。また
、図１に示す構成を採用することにより、筐体１８の上部の物体も撮影可能とされている
。
【００２５】
　第１の撮像光学系により撮像される画像は、２次元の固体撮像素子２４Ａの受光領域上
に結像する。同様に第２の撮像光学系が撮像する画像は、２次元の固体撮像素子２４Ｂの
受光領域上に結像する。固体撮像素子２４Ａ，２４Ｂは、受光した光分布を画像信号に変
換して、コントローラ・ボード１６Ａ，１６Ｂに入力する。
【００２６】
　コントローラ・ボード１６Ａ，１６Ｂ上には、図示しない画像処理部および出力部が設
けられる。上記固体撮像装置２４Ａ，２４Ｂから出力される画像信号は、コントローラ・
ボード１６上の画像処理部へと入力される。画像処理部は、固体撮像素子２４Ａおよび固
体撮像素子２４Ｂからそれぞれ入力される画像信号を１つの画像に合成して、立体角４π
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ラジアンの画像（以下「全天周画像」と参照する。）とし、出力部へ出力する。ここで、
図１に示す実施形態では、全天球画像を生成しているが、水平面のみ３６０度を撮影した
、いわゆるパノラマ画像であっても良い。
【００２７】
　上述したように、魚眼レンズが１８０度以上の画角を有しているので、固体撮像素子２
４Ａおよび２４Ｂから出力される画像信号を合成して全天周画像を構成する際には、重複
する画像部分が、同一像を表す基準データとして画像繋ぎ合わせの参考とされる。出力部
は、例えばディスプレイ装置、印刷装置、ＳＤカードやコンパクトフラッシュ（登録商標
）などの外部記憶媒体などとして構成され、合成された全天球画像を出力する。
【００２８】
　上記バッテリ１４は、固体撮像装置２４Ａ，２４Ｂおよびコントローラ・ボード１６Ａ
，１６Ｂ上のチップやコンポーネントに電力を供給する電力供給手段である。バッテリ１
４は、アルカリマンガン一次電池やオキシライド一次電池などの一次電池や、リチウムイ
オン二次電池、リチウムイオンポリマ二次電池、ニッケル水素二次電池などの二次電池を
用いて構成される。
【００２９】
　図１に示す全天周撮像システム１０は、一端に撮像光学系が設けられた棒形状を有する
。筐体１８は、コントローラ・ボード１６Ａ，１６Ｂおよびバッテリ１４を含むモジュー
ルを保持する本体部と、撮像体１２を保持し、第１レンズＬＡ１，ＬＢ１を露出する開口
が設けられたレンズ保持部とからなる。筐体１８は、本体部の平坦な筐体面１８Ａ，１８
Ｂを有する。
【００３０】
　図１に示す結像光学系２０Ａ，２０Ｂにおいて、最も物体側に位置する第１レンズＬＡ
１，ＬＢ１は、筐体１８における本体部の筐体面１８Ａ，１８Ｂから突出している。特定
の実施形態では、第１レンズＬＡ１，ＬＢ１は、筐体１８の外部に露出されている。
【００３１】
　結像光学系２０Ａ単体の落下試験を行うと、第１レンズＬＡ１，ＬＢ１が光学ガラス材
料により形成されているとすると、１．５ｍ程の高さから落下させる条件で、レンズ表面
にひびが入る場合がある。第１レンズＬＡ１，ＬＢ１がプラスチック樹脂材料により形成
されていると、上記と同様の条件では、レンズ表面にキズつく場合がある。つまり、撮影
者が本全天周撮像システム１０を保持し、誤って手から滑り落としてしまうと、第１レン
ズが破損してしまう可能性がある。第１レンズＬＡ１，ＬＢ１が破損してしまうと、固体
撮像素子２４の受光面に適切に結像させることができず、良好な画像を得ることが困難と
なる。
【００３２】
　図１に示す全天周撮像システム１０において、上述した撮像体１２およびバッテリ１４
が、多くの割合の重量を占める主要な部材である。そこで、本実施形態による全天周撮像
システム１０では、上記重量を占める主要な部材である撮像体１２およびバッテリ１４の
配置に関して、全天周撮像システム１０全体のモーメントを踏まえ、以下の特徴を備える
。
【００３３】
　本実施形態による全天周撮像システム１０は、撮像体１２の重心位置をＡとし、バッテ
リ１４の重心位置をＢとし、当該全天周撮像システム１０全体の重心をＰとし、上記撮像
体１２の重心位置Ａおよび重心Ｐの距離ＡＰと、上記バッテリ１４の重心位置Ｂおよび重
心Ｐの距離ＢＰとが、下記関係式（１）を満たす。
【００３４】
（数１）
　ＡＰ＞ＢＰ　　　　　・・・（１）
【００３５】
　上記関係式（１）が満たされることにより、全天周撮像システム１０全体の重心がバッ
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テリ１４側に偏ることになる。これにより、例えば全天周撮像システム１０が手から滑り
落下してしまった場合に、突出した光学素子を有する撮像体１２側から落下することが少
なくなる。
【００３６】
　また、好適な実施形態では、図１中、撮像体１２の重心位置Ａと全体の重心Ｐとの間の
位置Ｓにシャッターボタンを配置することができる。シャッターボタンは、撮像体１２に
よる撮像開始の指示を入力するために撮影者により押圧される撮像開始入力手段である。
図１に示す実施形態による全天周撮像システム１０では、撮像体１２、シャッターボタン
およびバッテリ１４は、図面上同一直線ｘ上に配置されており、かつ、撮像体１２の重心
位置Ａ、シャッターボタン位置Ｓおよび全天周撮像システム１０全体の重心Ｐの順に並ぶ
ように配置されている。シャッターボタンは、図１においては、筐体１８の正面側に配置
されている。
【００３７】
　なお、シャッターボタンの配置は、図１に示した配置に限定されるものではない。図５
は、他の実施形態による全天周撮像システム１０を示す全体図である。図５に示す全天周
撮像システム１０では、シャッターボタン２２は、図５の紙面において直線ｘの左側、つ
まり左側の結像光学系２０Ａの下に位置し、結像光学系２０Ａ，２０Ｂの光軸にそった方
向に押圧されるように設置されている。図５においても、撮像体１２の重心位置Ａ、シャ
ッターボタン位置Ｓおよび全天周撮像システム１０全体の重心Ｐの順に並ぶように配置さ
れている点では、図１と同様である。また、図６は、図５で示された、他の実施形態によ
る全天周撮像システム１０の六面図である。
【００３８】
　撮影者が安定的に本全天周撮像システム１０を保持するためには、本全天周撮像システ
ム１０の形状の中心Ｎ付近、すなわち位置Ｓと位置Ｐの間を保持することが望ましい。撮
影者は、上述のような保持状態で、重心Ｐより撮像体１２側に配置されたシャッターボタ
ンを押圧することとなる。このとき、撮像体１２よりも、撮像体１２から離れたバッテリ
１４側へ重心が偏る配置構成を採用することで、シャッターボタンが押圧されても、バッ
テリ１４側の方のモーメントが大きいため、画質の劣化を招く手振れが抑制される。ひい
ては、撮影者は安定的に全天周撮像システム１０を用いて撮影することが可能となる。
【００３９】
　なお、部材１２，１４各々の重心の測定は、ロードセル（質量測定器）を用いて、各部
材の２次元方向の重心位置を複数回測定することにより、３次元の重心位置を特定するこ
とができる。なお、説明する実施形態では、重心位置Ａは、２つの結像光学系２０Ａ，２
０Ｂ、鏡筒２６および固体撮像素子２４Ａ，２４Ｂを含む撮像体１２全体の重心としてい
る。しかしながら、他の実施形態では、固体撮像素子２４Ａを除外し、２つの結像光学系
２０Ａ，２０Ｂおよび鏡筒２６を含む部分の重心を重心位置Ａとしてもよい。また、重心
位置Ｂは、バッテリ１４の重心であり、本実施形態では、バッテリ１４を固体撮像素子２
４へ接続するケーブルは含めていない。
【００４０】
　また、全天周撮像システム１０では、撮像体１２の質量をｍとし、バッテリ１４の質量
をＭとして、撮像体１２の重量ｍおよびバッテリ１４の重量Ｍが、下記関係式（２）を満
たすことが好ましい。
【００４１】
（数２）
　ｍ＜Ｍ　　　　　・・・（２）
【００４２】
　さらに全天周撮像システム１０では、全天周撮像システム１０全体の形状の中心位置を
Ｎとして、撮像体１２の重量ｍと、バッテリ１４の重量Ｍと、撮像体１２の重心位置Ａお
よび上記中心Ｎの距離ＡＮと、バッテリ１４の重心位置Ｂおよび中心Ｎの距離ＢＮとが、
下記関係式（３）を満たすことが好ましい。
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【００４３】
（数３）
　ｍ×ＡＮ＜Ｍ×ＢＮ　　　　　・・・（３）
【００４４】
　上記関係式（２）および（３）が満たされることにより、全天周撮像システム１０全体
の重心がバッテリ１４側に偏ることになる。これにより、例えば全天周撮像システム１０
が手から滑り落下してしまった場合に、突出した光学素子を有する撮像体１２側から落下
することが少なくなる。
【００４５】
　上述した配置構成は、第１レンズＬＡ１，ＬＢ１が筐体面１８Ａ，１８Ｂから突出する
形状を有している撮像システムに対し、特に有効である。第１レンズＬＡ１，ＬＢ１のサ
グ量が３ｍｍ以上となる撮像システムに対し、特に有効である。これは、第１レンズＬＡ
１，ＬＢ１のサグ量が３ｍｍ以上となると、１．５ｍからの落下試験において、光学ガラ
ス材料で形成されたレンズでは割れが、プラスチック樹脂材料で形成されたレンズではキ
ズが、顕著となることによる。なお、ここでいうサグ量は、有効径におけるサグ量を示し
ており、非有効径のサグ量は含まない。
【００４６】
　上記サグ量ｈは、図３に示すように定義され、第１レンズＬＡ１，ＬＢ１の凸レンズの
曲率半径をｒとし、第１レンズＬＡ１，ＬＢ１の有効径（直径）をＲとし、曲率半径ｒで
規格化して、下記関係式（４）が満たされる場合に好適である。
【００４７】
（数４）
　１－１ｃｏｓ｛ｓｉｎ－１（Ｒ／２ｒ）｝≧０．１７　　　　・・・（４）
【００４８】
　例えば、第１レンズＬＡ１，ＬＢ１の第１レンズの曲率半径ｒが１８ｍｍであり、有効
径Ｒが２０ｍｍであるとすると、この第１レンズのサグ量ｈは、約３．０３ｍｍとなり、
サグ量ｈを曲率半径ｒで規格化した値（ｈ／ｒ）は、約０．１７となり、上記（４）関係
式が満たされる。
【００４９】
　また、例えば、第１レンズＬＡ１，ＬＢ１の第１レンズの曲率半径ｒが１７ｍｍであり
、有効径Ｒが２０ｍｍであるとすると、この第１レンズのサグ量ｈは、約３．２５ｍｍと
なり、サグ量ｈを曲率半径ｒで規格化した値（ｈ／ｒ）は、約０．１９となり、上記（４
）関係式が満たされる。
【００５０】
　さらに、第１レンズＬＡ１，ＬＢ１の第１レンズの曲率半径ｒが１０ｍｍであり、有効
径Ｒが２０ｍｍであるとすると、この第１レンズのサグ量ｈは、約１０．００ｍｍとなり
、サグ量ｈを曲率半径ｒで規格化した値（ｈ／ｒ）は、約１となり、上記（４）関係式が
満たされる。なお、規格化した値（ｈ／ｒ）の上限は１であるため、この値が上限となる
。
【００５１】
　以下、上記関係式（１）～（３）を満たす撮像体１２およびバッテリ１４の配置構成を
実現するための材料構成について説明する。
【００５２】
　撮像体１２の重量ｍが、バッテリ１４の重量Ｍに比べて軽くなる、すなわち上記関係式
（３）を満たすためには、撮像体１２の結像光学系２０で用いられるレンズについて、比
重が小さな材料を採用すればよい。上述したように結像光学系２０は、特定の実施形態で
は、６群７枚のレンズ構成とされており、この内、物体側から２枚目のレンズＬＡ２，Ｌ
Ｂ２および７枚目ＬＡ７，ＬＢ７は、プラスチック樹脂材料で形成されている。また、他
の実施形態では、第２レンズＬＡ２，ＬＢ２および第７レンズＬＡ７，ＬＢ７に限定され
ず、レンズＬＡ１～ＬＡ７，ＬＢ１～ＬＢ７の全部または任意の一部をプラスチック樹脂
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材料で形成してもよい。
【００５３】
　レンズを形成する材料としては、好適には、比重が２．５ｇ／ｃｍ３（以下、単位を省
略する。）より小さなプラスチック樹脂材料を用いることができる。このようなプラスチ
ック樹脂材料としては、シクロオレフィン樹脂（比重１．１）、エピスルフィド系樹脂（
比重１．４６）、チオウレタン系樹脂（比重１．３５）、（ポリエステル）メタクリレー
ト（比重１．３７）、ポリカーボネート（比重１．２０）、（ウレタン）メタクリレート
（比重１．１７）、（エポキシ）メタクリレート（比重１．１９）、ジアリルカーボネー
ト（１．２３）、ジアリルフタレート系樹脂（比重１．２７）、ウレタン系樹脂（比重１
．１）、ポリメチルメタクリレート（比重１．１８）、およびアリルジグリコールカーボ
ネート（比重１．３２）などを挙げることができる。レンズを形成するプラスチック樹脂
材料としては、より好適には、ガラス（比重２．５）に比べ２倍以上比重が小さくなるよ
うな、比重１．１以上１．２５未満のプラスチック樹脂材料を用いることができる。
【００５４】
　また、上記関係式（３）を満たすためには、レンズだけでなく、レンズを保持する鏡筒
２６についても比重が小さな材料を採用することが好ましい。鏡筒を形成する材料として
は、好適には、比重が２．７ｇ／ｃｍ３より小さなプラスチック樹脂材料を用いることが
できる。鏡筒を形成するプラスチック樹脂材料としては、ポリカーボネート樹脂（ＰＣ）
、ポリフェニレンスルフィド樹脂（ＰＰＳ）、アクリルニトリルブダジエンスチレン樹脂
（ＡＢＳ）、ポリブチレンテレフタレート樹脂（ＰＢＴ）、ポリエチレンテレフタレート
樹脂（ＰＥＴ）、ポリスチレン樹脂（ＰＳ）、ポリフェニレンエーテル樹脂（ＰＰＥ）、
ポリアミド樹脂（ＰＡ）などの樹脂と、ガラス繊維、炭素繊維、ピッチ系、ＰＡＮ（Poly
acrylonitrile）系の炭素繊維などのフィラーとからなる複合材料を用いることができる
。
【００５５】
　鏡筒を形成するプラスチック樹脂材料としては、より好適には、アルミ（比重２．７）
に比べ２倍以上比重が小さくなる、比重１．３以上１．３５未満のプラスチック樹脂材料
を用いることができる。鏡筒を形成する材料としては、例示的には、ガラス入りポリカー
ボネート材を用いることができる。
【００５６】
　また、再び図１を参照すると、本全天周撮像システム１０は、好適には、筐体１８にお
けるバッテリ１４が配置される付近の外装に配置された、衝撃吸収材３０を備えることが
できる。衝撃吸収材は、低反発ウレタンゴムなどの低弾性ゴム材料や、衝撃吸収ゲル成形
物などを用いることができる。
【００５７】
　上述した配置構成では、例えば全天周撮像システム１０が手元から落下してしまった場
合でも、バッテリ１４側から落下し易くなる。上記衝撃吸収材３０を備える構成により、
落下時において好適に筐体１８および収容するモジュールを保護することができる。
【００５８】
　なお、上述までの実施形態では、２つの撮像光学系を用いて全天周を撮影可能な全天周
撮像システムについて説明してきたが、２つの撮像光学系を組み合わせた状態に限定され
るものではなく、単眼式の棒状カメラにおいても適用することができる。また、上述まで
の説明では、歪曲収差が補正されない魚眼レンズを一例に説明してきたが、歪曲収差が補
正される超広角レンズを用いて全天周撮像システムを構成することもできる。
【００５９】
　さらに、２より大きな自然数ｎ個の撮像光学系を用いて全天周を撮影可能な撮像システ
ム一般に適用してもよい。例えば、３６０度／３＝１２０度より大きい画角を有する広角
レンズ（結像光学系）を３個、同一平面内で放射状に配設し、各々に固体撮像素子を組み
合わせて撮像システムを構成することができる。この場合に得られる画像は、全天周画像
ではないが、３６０度の水平パノラマ画像を撮像でき、車載カメラや防犯カメラとして良
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好である。また、撮像される画像は、静止画であってもよいし、動画であってもよい。
【００６０】
　また、上述までの実施形態では、直線的な形状を有する全天周撮像システムについて説
明してきた。しかしながら、上記配置構成は、他の形状を有する全天周撮像システムに対
しても好適に適用することができる。図４は、他の実施形態による全天周撮像システムの
全体を示す図である。なお、図４に示す実施形態による全天周撮像システム５０は、図１
に示す実施形態の全天周撮像システム１０と類似する構成を備えているので、以下、相違
点を中心に説明する。
【００６１】
　図４に示す他の実施形態による全天周撮像システム５０は、撮像体５２と、バッテリ５
４と、図示しないコントローラ・ボードと、これらの部品を保持する筐体５８とを備える
。図４に示す実施形態では、撮像体５２は、図１に示した実施形態と同様に、６群７枚の
魚眼レンズとして構成された２つの結像光学系と、２つの固体撮像素子とを含み構成され
ている。図４に示す結像光学系は、図１および図２に示した実施形態と同様の構成を有す
るが、前群と後群との間には直角プリズムが設けられておらず、互いに光軸を一致させな
がら互いに逆向きに組み合わせられている。
【００６２】
　図４に示す全天周撮像システム５０は、両側に撮像光学系が設けられた球形状を有する
。筐体５８は、撮像体５２、コントローラ・ボードおよびバッテリ５４を保持する本体部
に、第１レンズＬＡ１，ＬＢ１を露出する開口が設けられた構造を有する。図４に示す結
像光学系において、最も物体側に位置する第１レンズＬＡ１，ＬＢ１は、筐体５８の表面
から突出し、筐体５８の外部に露出されている。
【００６３】
　図４に示す全天周撮像システム５０においても同様に、上述した撮像体５２およびバッ
テリ５４が、多くの割合の重量を占める主要な部材となる。そこで、図４に示す実施形態
による全天周撮像システム５０では、上記重量を占める主要な部材である撮像体５２およ
びバッテリ５４の配置に関して、下の特徴を備えている。
【００６４】
　図４に示す実施形態による全天周撮像システム５０は、撮像体５２の重心位置をＡとし
、バッテリ５４の重心位置をＢとし、当該全天周撮像システム５０全体の重心をＰとして
、上記撮像体５２の重心位置Ａおよび重心Ｐの距離ＡＰと、上記バッテリ５４の重心位置
Ｂおよび重心Ｐの距離ＢＰとが、上記関係式（１）を満たす。
【００６５】
　上記関係式（１）が満たされることにより、図４に示すような球形状の全天周撮像シス
テムにおいても、全体の重心がバッテリ５４側に偏ることになる。また、筐体５８におけ
るバッテリ５４が配置される付近の外装に衝撃吸収材７０を設けることにより、落下時に
好適に筐体を保護することができる。
【００６６】
　なお、その他の配置構成を規定する条件については、図１を参照して説明した実施形態
と同様であるため、詳細な説明は割愛する。
【００６７】
　以上説明したように、本発明の実施形態によれば、レンズ面が筐体から突出している撮
像システムであって、重心のバランスが改良された撮像システムを提供することができる
。また、上記撮像システムでは、新たな部品を加えることなく、撮像システムが落下して
しまった場合において、レンズ面が破損してしまう可能性を好適に低減することができる
。
【００６８】
　以下、本発明の実施形態による撮像システムについて、実施例を用いてより具体的に説
明を行なうが、本発明は、後述する実施例に限定されるものではない。
【実施例１】
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【００６９】
　図１に示す直線的な形状を有する全天周撮像システム１０を構成した。結像光学系２０
Ａ，２０Ｂは、６群７枚のレンズ構成とし、この内の物体側から２枚目のレンズＬＡ２，
ＬＢ２および７枚目のレンズＬＡ７，ＬＢ７は、プラスチックレンズとした。プラスチッ
ク・レンズは、Ｚｅｏｎｅｘ（登録商標）のＥ４８Ｒのプラスチック樹脂材料（比重１．
１）を用いて形成されたものとした。鏡筒２６は、比重１．３のガラス入りポリカーボネ
ート（ＰＣ＋ＧＦ）材を用いて形成した。
【００７０】
　１枚目のレンズＬＡ１，ＬＢ１の曲率半径ｒは、１７ｍｍであり、有効径Ｒは、２０ｍ
ｍであり、サグ量ｈは、約３．２５ｍｍであった。また、１枚目のレンズＬＡ１，ＬＢ１
の筐体面１８Ａ，１８Ａからの突出量は、約５ｍｍであった。したがって、上記関係式（
４）は満たされた。
【００７１】
　レンズＬＡ１～７，ＬＢ１～７、直角プリズムＰＡ，ＰＢ、鏡筒２６、固体撮像素子２
４Ａ，２４Ｂを組み合わせた撮像体１２の重心位置Ａと、全体の重心Ｐと、バッテリ１４
の重心位置Ｂとを測定したところ、距離ＡＰは３８ｍｍであり、距離ＢＰは２６ｍｍであ
った。また、撮像体１２の重量ｍは、１７ｇであり、バッテリ１４の重量Ｍは２５ｇであ
った。また、撮像体１２の重心位置Ａおよびバッテリ１４の重心位置Ｂと、全天周撮像シ
ステム１０の形状の中心Ｎの距離ＡＮおよびＢＮを計測したところ、距離ＡＮは３５ｍｍ
であり、距離ＢＮは、２９ｍｍであった。したがって、上記関係式（１）～（３）は満た
されていた。
【００７２】
　シャッターボタンを距離ＰＳが１０ｍｍとなる位置Ｓに設けた。点Ｓにおけるシャッタ
ーボタンを押圧１０ｇで押した場合においても、安定して撮影することができた。
【実施例２】
【００７３】
　図４に示す球形状を有する全天周撮像システム５０を構成した。結像光学系各々は、６
群７枚のレンズ構成とし、この内の物体側から２枚目のレンズＬＡ２，ＬＢ２および７枚
目のレンズＬＡ７，ＬＢ７は、Ｚｅｏｎｅｘ（登録商標）のＥ４８Ｒのプラスチックレン
ズとした。鏡筒２６は、ガラス入りポリカーボネート（ＰＣ＋ＧＦ）材を用いた。
【００７４】
　１枚目のレンズＬＡ１，ＬＢ１の曲率半径ｒは、１７ｍｍであり、有効径Ｒは、２０ｍ
ｍであり、サグ量ｈは、約３．５ｍｍであった。したがって、上記関係式（４）は満たさ
れた。
【００７５】
　レンズＬＡ１～７，ＬＢ１～７、直角プリズムＰＡ，ＰＢ、鏡筒、固体撮像素子を組み
合わせた撮像体５２の重心位置Ａと、全体の重心Ｐと、バッテリ５４の重心位置Ｂとを測
定したところ、距離ＡＰは１５ｍｍであり、距離ＢＰは１０ｍｍでとなった。また、撮像
体５２の重量ｍは、１７ｇであり、バッテリ５４の重量Ｍは２５ｇであった。また、距離
ＡＮは０ｍｍであり、距離ＢＮは、２５ｍｍであった。したがって、上記関係式（１）～
（３）は満たされていた。
【実施例３】
【００７６】
　実施例１と同じ結像光学系２０Ａ，２０Ｂおよび鏡筒２６を用いて、図５および図６に
示す直線的な形状を有する全天周撮像システム１０を構成した。１枚目のレンズＬＡ１，
ＬＢ１の曲率半径ｒは、１７ｍｍであり、有効径Ｒは、２０ｍｍであり、サグ量ｈは、約
３．２５ｍｍであった。また、１枚目のレンズＬＡ１，ＬＢ１の筐体面１８Ａ，１８Ａか
らの突出量は、約５ｍｍであった。したがって、上記関係式（４）は満たされた。
【００７７】
　レンズＬＡ１～７，ＬＢ１～７、直角プリズムＰＡ，ＰＢ、鏡筒２６、固体撮像素子２
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４Ａ，２４Ｂを組み合わせた撮像体１２の重心位置Ａと、全体の重心Ｐと、バッテリ１４
の重心位置Ｂとを測定したところ、距離ＡＰは４７ｍｍであり、距離ＢＰは３２ｍｍであ
った。また、撮像体１２の重量ｍは、１７ｇであり、バッテリ１４の重量Ｍは２５ｇであ
った。また、撮像体１２の重心位置Ａおよびバッテリ１４の重心位置Ｂと、全天周撮像シ
ステム１０の形状の中心Ｎの距離ＡＮおよびＢＮを計測したところ、距離ＡＮは４２ｍｍ
であり、距離ＢＮは、３７ｍｍであった。したがって、上記関係式（１）～（３）は満た
されていた。シャッターボタン２２を、距離ＰＳが７．５ｍｍとなる、レンズ形成側の筐
体面の位置Ｓに設けた。点Ｓにおけるシャッターボタンを押圧１０ｇで押した場合におい
ても、安定して撮影することができた。
【００７８】
　以上、本発明の実施形態および実施例について説明してきたが、本発明の実施形態およ
び実施例は上述した実施形態および実施例に限定されるものではなく、他の実施形態、他
の実施例、追加、変更、削除など、当業者が想到することができる範囲内で変更すること
ができ、いずれの態様においても本発明の作用・効果を奏する限り、本発明の範囲に含ま
れるものである。
【符号の説明】
【００７９】
１０…全天周撮像システム、１２…撮像体、１４…バッテリ、１６…コントローラ・ボー
ド、１８…筐体、２０Ａ…結像光学系、２０Ｂ…結像光学系、２２…シャッターボタン、
２４Ａ，２４Ｂ…固体撮像素子、２６…鏡筒、３０，７０…衝撃吸収材、５０…全天周撮
像システム、５２…撮像体、５４…バッテリ、５８…筐体、Ｆ…フィルタ、ＬＡ，ＬＢ…
レンズ、ＰＡ，ＰＢ…直角プリズム、ＳＡ，ＳＢ…開口絞り
【先行技術文献】
【特許文献】
【００８０】
【特許文献１】特開昭６２－１９１８３８号公報
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