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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　移動体を撮像する撮像機と、
　該撮像機を内部に固定した第一筐体と、
　前記撮像機の光軸上に配置された第一反射鏡と、
　該第一反射鏡を内蔵する第二筺体と、
　該第二筺体に設置され、前記第一反射鏡を回転させることで、前記撮像機の光軸を偏向
する第一偏向機と、
　第一筺体に対し前記第二筺体を前記撮像機の光軸周りに回転させる第一回転機と、を具
備し、
　前記第一偏向機と前記第一回転機の回転軸が同一であることを特徴とする移動体撮像装
置。
【請求項２】
　移動体を撮像する撮像機と、
　該撮像機を内部に固定した第一筐体と、
　前記撮像機の光軸上に配置された第一反射鏡および第二反射鏡と、
　該第一反射鏡および第二反射鏡を内蔵する第二筺体と、
　該第二筺体に設置され、前記第一反射鏡を回転させることで、前記撮像機の光軸を偏向
する第一偏向機と、
　第一筺体に対し前記第二筺体を前記撮像機の光軸周りに回転させる第一回転機と、を具
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備し、
　前記第一偏向機と前記第一回転機の回転軸が平行であることを特徴とする移動体撮像装
置。
【請求項３】
　前記第二筺体に設置され、前記第二反射鏡を回転させることで、前記撮像機の光軸を偏
向する第二偏向機を具備することを特徴とする、請求項２に記載の移動体撮像装置。
【請求項４】
　前記第二筺体に設置され、前記第二偏向機を前記第二偏向機の回転軸周りに回転させる
第二回転機を具備することを特徴とする、請求項３に記載の移動体撮像装置。
【請求項５】
　前記第一偏向機を、前記第一偏向機の回転軸と平行に移動する移動機構を持つことを特
徴とする、請求項４記載の移動体撮像装置。
【請求項６】
　前記反射鏡は、前記移動体の撮像時に静止していることを特徴とする、請求項１から４
の何れか一項に記載の移動体撮像装置。
【請求項７】
　前記撮像機で撮像した画像データに対し、回転処理を施す画像処理部を具備することを
特徴とする、請求項１から４の何れか一項に記載の移動体撮像装置。
【請求項８】
　前記偏向機は、前記回転機に比べ、応答速度が高く、可動範囲が狭いことを特徴とする
、請求項１から４の何れか一項に記載の移動体撮像装置。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、移動体を追尾して撮像する、移動体撮像装置、及び、移動体撮像方法に関す
る。
【背景技術】
【０００２】
　従来、対象領域を移動する自動車や飛行体等の移動体を撮像する装置が知られている。
移動中の移動体を追尾して撮影するには、移動体をカメラの撮像範囲に捕捉するように、
カメラの光軸を制御する必要がある。カメラの光軸を移動体に向ける方法として、回転可
能な複数の可動ミラーを各々異なる回転軸のモータで駆動することで、カメラの光軸を移
動体に追尾させる方法が知られている。
【０００３】
　この技術は、例えば、特許文献１に開示されており、同文献の要約書には、「光不透過
性の筐体Ｂ１に光透過性のウィンドウＷ１を設け、筐体Ｂ１内に撮像装置Ｃ１と、方位角
回転反射ミラーＭ１と、傾斜角回転反射ミラーＭ２と、ミラーＭ１，Ｍ２を回転させるモ
ータｍ１，ｍ２とを配置した。対象視界からの光束Ｉは、ウィンドウＷ１を通過した後、
ミラーＭ１により正反射され、更にミラーＭ２に当たって反射され、それにより対象像は
正位像に戻り、その対象の正位像が撮像装置Ｃ１に入射する。」と記載されている。
【０００４】
　また、撮像カメラの光軸の一方向への偏向に反射鏡を用い、それと直行する方向への偏
向に操作機構部を用いる従来技術もあり、特許文献２の要約書には、「撮像カメラ１０の
集光レンズ１０ａの焦点面に反射鏡１０ｂを撮像素子１０ｃに対応して走査自在に形成し
、この撮像カメラ１０を走査機構部１１を介して走査自在に配設することにより、撮像カ
メラ１０を直線的に走査した状態で、反射鏡１０ｂを撮像素子１０ｃのフレーム周期Ｔ毎
に撮像カメラ１０の走査方向と逆方向に三角走査するようにして、集光レンズ１０ａに取
込まれた光波を反射鏡１０ｂで１フレーム毎に撮像素子１０ｃに導いて静止視野像を取得
するように構成し、所期の目的を達成したものである。」と記載されている。
【先行技術文献】
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【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開平１０－１３６２３４号公報
【特許文献２】特開平１０－２１０２４６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、特許文献１の撮像装置は、撮像装置の光軸の可動範囲が、ミラーの狭い
可動範囲によって制限されるものであるため、その監視範囲も必然的に限定されてしまう
という問題があった。
【０００７】
　また、特許文献２の撮像装置は、同文献の図１や図８などから明らかなように、集光レ
ンズと反射鏡を内蔵した結果、重量が重くなった撮像カメラ全体を走査機構部で走査する
構成であるため、反射鏡の回転により撮像素子の光軸を移動させる方向に関しては、実用
可能な撮像範囲が限定されるという特許文献１と同様の問題があるのに加え、走査機構部
の走査により撮像素子の光軸を移動させる方向に関しては、大重量の撮像カメラ全体を走
査させなければならないという構造上、応答速度が良くないという問題もあった。
【０００８】
　本発明は、これらの問題を踏まえてなされたものであり、反射鏡の回転により撮像素子
の光軸を移動させる方向に関して実用可能な撮像範囲を拡張でき、かつ、撮像カメラ全体
を走査することにより発生する応答遅延を回避できる移動体撮像装置、および、移動体撮
像方法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】
　上記目的を達成するために、本発明の移動体撮像装置は、移動体を撮像する撮像機と、
該撮像機を内部に固定した第一筐体と、前記撮像機の光軸上に配置された第一反射鏡と、
該第一反射鏡を内蔵する第二筺体と、該第二筺体に設置され、前記第一反射鏡を回転させ
ることで、前記撮像機の光軸を偏向する第一偏向機と、第一筺体に対し前記第二筺体を前
記撮像機の光軸周りに回転させる第一回転機と、を具備し、前記第一偏向機と前記第一回
転機の回転軸が同一であるものとした。
【００１０】
　また、本発明の他の移動体撮像装置は、移動体を撮像する撮像機と、該撮像機を内部に
固定した第一筐体と、前記撮像機の光軸上に配置された第一反射鏡および第二反射鏡と、
該第一反射鏡および第二反射鏡を内蔵する第二筺体と、該第二筺体に設置され、前記第一
反射鏡を回転させることで、前記撮像機の光軸を偏向する第一偏向機と、第一筺体に対し
前記第二筺体を前記撮像機の光軸周りに回転させる第一回転機と、を具備し、前記第一偏
向機と前記第一回転機の回転軸が平行であるものとした。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明によれば、反射鏡の回転により撮像素子の光軸を移動させる方向に関して実用可
能な撮像範囲を拡張でき、かつ、撮像カメラ全体を走査することにより発生する応答遅延
を回避することができる。すなわち、本発明によれば、広い監視領域を移動する、高速移
動体であっても適切な追尾撮像が可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】実施例１の移動体撮像装置の構造を示す図である。
【図２】実施例１の移動体撮像装置と移動体のブロック図である。
【図３】実施例１の偏向機と回転機の動作フローを表す図である。
【図４】実施例１の画像処理器での処理を説明する図である。
【図５】実施例２の移動体撮像装置の構造を示す図である。
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【図６】実施例３の移動体撮像装置の構造を示す図である。
【図７】実施例４の移動体撮像装置の構造を示す図である。
【図８】実施例５の移動体撮像装置の構造を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　以下、図面を用いて、本発明の各実施例を説明する。なお、以下においては、便宜上、
複数の実施例に分割して本発明に係る構成を説明するが、特に明示した場合を除き、それ
らはお互いに無関係なものではなく、一方は他方の一部または全部の変形例、詳細、補足
説明等の関係にある。
【実施例１】
【００１４】
　平面上を移動する自動車や人などの移動体を追尾して撮像する、本発明の実施例１の移
動体撮像装置１を、図１から図４を用いて説明する。
＜本実施例の移動体撮像装置の構成＞
　図１は、本実施例の移動体撮像装置１の機能ブロック図である。ここに示すように、移
動体撮像装置１は、反射鏡４と偏向機５からなる偏向部３と、この偏向部３を回転させる
回転機６と、ズームレンズ７ａと撮像部７ｂからなる撮像機７と、これらを制御する制御
装置２を備えている。なお、偏向機５の動力源にはガルバノモータを用いており、角度検
出手段を持つ。回転機６の動力源には、回転角度か回転数を観測できるステッピングモー
タ等を用いている。また、撮像部７ｂは、ＣＣＤイメージセンサ等の撮像素子を備えてい
る。
【００１５】
　また、制御装置２は、偏向機５を制御して反射鏡４の偏向角度を調整する偏向機制御部
２ａと、回転機６を制御して偏向部３の偏向角度を調整する回転機制御部２ｂと、撮像機
７を制御する撮像機制御部２ｃと、撮像機７で撮像した画像データ８を画像処理する画像
処理部２ｄを備えている。なお、制御装置２内の各部の機能は、制御装置２が備える、ハ
ードディスク等の補助記憶装置に記録されたプログラムを、半導体メモリ等の主記憶装置
にロードし、これをＣＰＵ等の演算装置が実行することで実現されるものであるが、以下
では、このような周知動作を適宜省略しながら説明する。
【００１６】
　図２は、走行中の自動車（移動体１０）を追尾して撮像する移動体撮像装置１の概略図
である。ここに示すように、移動体撮像装置１の筐体９ａ内には、移動体撮像装置１の構
成要素のなかで相対的に重量の重いズームレンズ７ａを備えた撮像機７が固定されている
。また、筐体９ａの上部には可動範囲が360°の回転機６が設置されており、ここに載置
された偏向部３の偏向角度を調整する。なお、偏向部３は撮像機７より軽量であるものと
する。さらに、偏向部３の筐体９ｂの上部には偏向機５が設置されており、相対的に重量
の軽い反射鏡４の偏向角度を調整する。
【００１７】
　図２に示すように、本実施例の移動体撮像装置１では、偏向機５と回転機６の両回転軸
が、破線矢印で示す撮像機７の光軸と同軸となるように配置されており、制御装置２が偏
向機５と回転機６の偏向角度を適切に制御することで、撮像機７の光軸を常に移動体１０
の方向に向け、移動体１０を追尾撮像することができる。
【００１８】
　ここで、偏向機５は、相対的に軽い反射鏡４を小さな偏向角度単位で素早く回転させる
ものであり、限定された可動範囲内で（例えば±２０°）、移動体１０を素早く追尾でき
るように、素早い位置決め性能（例えば１[ｍ秒]程度）を備えている。このように、偏向
機５は、反射鏡４の偏向角度を細やかに、かつ、素早く調整するものであるため、偏向機
５を微動機構と称したり、偏向機５による偏向角度の制御を微動制御と称したりすること
もある。
【００１９】



(5) JP 6439068 B1 2018.12.19

10

20

30

40

50

　一方、回転機６は、相対的に重い偏向部３を大きな偏向角度単位で相対的にゆっくりと
回転させるものであり、例えば、３６０°を数秒間で回転する性能を備えている。上述し
たように、偏向機５の可動範囲は制限されているため、偏向機５単体では、偏向部３内部
の反射鏡４を任意の方向に向けることはできないが、３６０°回転する回転機６を併用す
ることで、反射鏡４を任意の方向に向け、撮像機７の光軸を任意の方向に向けることが可
能となる。このように、回転機６は、偏向部３の偏向角度を粗く、かつ、相対的にゆっく
りと調整できるものであるため、回転機６を粗動機構と称したり、回転機６による偏向角
度の制御を粗動制御と称したりすることもある。
【００２０】
　撮像機７は、例えば、露光時間が数[ｍ秒]、撮像周期が３０[fps]の性能を有しており
、画像データ８の撮像に要する露光時間中は偏向機５と回転機６の双方を静止させること
で、画像データ８のブレを抑制することができる。
＜本実施例の移動体撮像装置による移動体の追尾撮像方法＞
　図３は、本実施例の移動体撮像装置１が移動体１０を追尾して撮像する撮像方法の一例
を示すフローチャートである。なお、ここでは、監視対象の移動体１０が単数であること
を前提に説明を進めるが、以下で説明する追尾撮像方法に、監視対象の移動体１０を順次
切り替える制御を組み合わせれば、複数の監視対象を追尾撮像することもできる。
【００２１】
　図３に示すように、制御装置２が移動体１０の追尾撮像制御を開始すると、まず、画像
処理部２ｄは、撮像機７が直近に撮像した画像データ８中に、追尾対象の移動体１０が写
っているかを判断する（Ｓ１）。
【００２２】
　Ｓ１で画像データ８内の移動体１０が写っていないと判断した場合には、回転機制御部
２ｂは、回転機６を所定方向に所定量だけ（例えば、右方向に１０°だけ）回転させた後
（Ｓ２：粗動制御）、Ｓ１に戻る。この結果、画像データ８に移動体１０が写るまで、Ｓ
１とＳ２の処理が繰り返され、移動体１０を撮像できる位置で、回転機６の回転が停止す
る。本実施例の移動体撮像装置１では、重量の重い撮像機７は筐体９ａの内部に固定され
ており、回転機６は相対的に軽い偏向部３だけを回転させれば良いので、回転機６は、必
要であれば数秒という短時間で、周囲３６０°に亘り移動体１０の有無を確認することが
できる。なお、周囲３６０°を確認しても移動体１０を検出できない場合は、図３の処理
を停止しても良いし、移動体１０が撮像可能範囲に入るまで、回転機６を低速で回転継続
させても良い。
【００２３】
　一方、Ｓ１で画像データ８内に移動体１０が写っていると判断した場合には、偏向機制
御部２ａは、偏向機５の偏向角度が所定範囲（例えば±１０°）内であるかを判断する（
Ｓ３）。このＳ３の処理は、偏向機５の現在の偏向角度が可動範囲（例えば±２０°）に
対し余裕があるかを確認するためのものである。
【００２４】
　Ｓ３で偏向機５の偏向角度が所定範囲内ではないと判断した場合、すなわち、偏向機５
の現在の偏向角度が可動範囲の限度に近く、更なる回転の余地が小さいと判断できる場合
は、回転機制御部２ｂは、偏向機５の偏向角度の中立位置（０°）近傍で移動体１０を撮
像できるような方向に、回転機６を介して偏向部３を回転させた後（Ｓ２）、Ｓ１の処理
に戻る。これにより、偏向機５の偏向角度０°近傍で移動体１０を撮像する状態となるた
め、応答速度の速い偏向機５によって移動体１０を高速追尾できる左右の範囲をリセット
することができる。
【００２５】
　一方、Ｓ３で偏向機５の偏向角度が所定範囲内であると判断した場合、すなわち、偏向
機５の現在の偏向角度が可動範囲の中間部に収まっており、左右への回転の余地が大きい
と判断できる場合（例えば±１０°の範囲に収まる場合）は、偏向機制御部２ａは、移動
体１０が画像データ８の中央に写る方向に偏向機５を介して反射鏡４を回転させた後（Ｓ
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４：微動制御）、所定の露光時間、反射鏡４を停止させ、撮像機制御部２ｃは撮像機７を
制御し、移動体１０が中央に写った状態の画像データ８を撮像する（Ｓ５）。その後、画
像処理部２ｄでは、撮像した画像データ８に対し所望の処理を施す（Ｓ６）。
【００２６】
　図４は、画像処理部２ｄによる画像処理の一例である。反射鏡４の偏向角度を中立位置
から回転させることで、画像データ８の中央に移動体１０が写るようにすると、図４のよ
うに、撮像した画像データ８の移動体１０は傾いた状態となる。そこで、画像処理部２ｄ
は、実際の水平方向を基準とした点線で示す領域を抽出し、これを処理後画像データ８ａ
として、外部に出力する。これを受けた外部機器は、移動体１０が自動車であればナンバ
ープレートの読み取り、移動体１０が人物であれば顔認識など、処理後画像データ８ａに
対する更なる画像処理を実行することができる。
【００２７】
　図３のＳ６の処理が完了すると、移動体１０の追尾撮像を終了するかを判断する。終了
する場合は、図３の処理を完了し、終了しない場合は、Ｓ１に戻り、終了が指令されるま
で、図３の処理を繰り返す。
【００２８】
　以上で説明したように、本実施例の移動体撮像装置１では、固定側の筐体９ａの内部に
撮像機７を設置するとともに、可動範囲の狭い反射鏡４の微動機構（偏向機５）と、可動
範囲の広い反射鏡４の粗動機構（回転機６）を、撮像機７の光軸と同軸に設けた。このよ
うに構成することで、本実施例の移動体撮像装置１では、従来構造に比べ、反射鏡４の可
動範囲を拡張できることに加え、反射鏡４を任意の方向に向ける際に、移動体撮像装置１
の構成要素の中で相対的に重い撮像機７を回転させる必要がないため、微動機構による微
動制御、粗動機構による粗動制御の双方の応答速度と正確さを向上させることができる。
【実施例２】
【００２９】
　次に、図５を用いて、実施例１の変形例である実施例２の移動体撮像装置１を説明する
。なお、実施例１との共通点は重複説明を省略する。
【００３０】
　実施例１では、図２のように、偏向機５と回転機６の回転軸が撮像機７の光軸と一致す
るように、偏向機５と回転機６を配置したが、本実施例では、図５のように、回転機６の
回転軸が撮像機７の光軸と一致するように、かつ、偏向機５と回転機６の回転軸が平行に
なるように、偏向機５と回転機６を配置した。また、偏向部３内に、偏向機５によって回
転駆動される反射鏡４ａと、固定された反射鏡４ｂと、を設けた。
【００３１】
　このように、回転する反射鏡４ａと、固定された反射鏡４ｂと、を介して、移動体１０
を撮像する構成とすることで、偏向機５と回転機６の回転軸が同軸でなくとも、移動体１
０を追尾撮像することができる。
【００３２】
　以上で説明した本実施例の移動体撮像装置１は、実施例１と同様の効果が得られること
に加え、実施例１の反射鏡４の役割を、反射鏡４ａと反射鏡４ｂに分担させるものである
ため、偏向機５の回転負荷である反射鏡４ｂを軽量化でき、偏向機５の駆動による移動体
１０の追尾性能を更に高めることができる。また、偏向機５の設置位置の制限が緩和され
るため、偏向部３の設計自由度を更に高めることができる。
【実施例３】
【００３３】
　次に、図６を用いて、本発明の実施例３の移動体撮像装置１を説明する。なお、上述の
実施例との共通点は重複説明を省略する。
【００３４】
　実施例１および実施例２の移動体撮像装置１は、平面上を移動する自動車や人などの移
動体１０を追尾して撮像する撮像装置であったが、本実施例の移動体撮像装置１は、三次
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元空間上を自由に飛行するドローンなどの移動体１０を追尾して撮像する撮像装置である
。
【００３５】
　このため、本実施例の移動体撮像装置１では、偏向部３に、回転機６の回転軸に平行な
回転軸を持つ偏向機５ａと、回転機６の回転軸に垂直な回転軸を持つ偏向機５ｂを設置し
、各々の偏向機によって、反射鏡４ａ、４ｂの偏向角度を、別個に調整できるようにした
。
【００３６】
　本実施例の構成をとる場合も、移動体撮像装置１は、反射鏡４ａ、４ｂを任意の方向に
向ける際に、移動体撮像装置１の構成要素の中で最も重い撮像機７を回転させる必要がな
いため、移動体撮像装置の回転側に撮像機を設けた従来構造に比べ、微動制御、粗動制御
の双方の応答速度と正確さを向上させることができる。
【実施例４】
【００３７】
　次に、図７を用いて、実施例３の変形例である実施例４の移動体撮像装置１を説明する
。なお、上述の実施例との共通点は重複説明を省略する。
【００３８】
　実施例３では、図６のように、撮像機７の光軸と平行な回転軸に関しては微動機構（偏
向機５ａ）と粗動機構（回転機６）を設け、撮像機７の光軸と垂直な回転軸に関しては微
動機構（偏向機５ｂ）のみを設けた。
【００３９】
　実施例１で説明したように、微動機構（偏向機５ｂ）は可動範囲が限定されたものであ
るため、移動体１０の上下方向の移動を、微動機構（偏向機５ｂ）のみで追尾する実施例
３の構成では、移動体１０が高高度（或いは地面に近い低高度）に移動した場合には、移
動体１０を追尾撮像できない場合もある。
【００４０】
　そこで、本実施例では、反射鏡４ｂの可動範囲を拡張できるように、撮像機７の光軸と
垂直な回転軸に関しても、可動範囲の狭い微動機構（偏向機５ｂ）と可動範囲の広い粗動
機構（回転機６ｂ）を設けた。これらの協働により、撮像機７の光軸の仰角方向または俯
角方向への可動範囲を大幅に拡張でき、移動体１０の上下方向への追尾可能範囲を拡張す
ることができる。なお、本実施例の構成を採る場合、移動体１０に近い反射鏡４ａの縦方
向長さを実施例３より長くするとともに、偏向部３の開口部の縦方向長さも実施例３より
長
くする必要がある。これは、反射鏡４ｂの回転範囲の拡張に伴い、反射鏡４ａに向かう撮
像機７の光軸の可動範囲が拡張するため、これに対応させ反射鏡４ａの縦方向の長さを長
くする必要があるからである。
【００４１】
　本実施例のように、微動機構と粗動機構を二組設けた場合、実施例１の図３に例示した
制御を交互に実行すれば、水平方向と垂直方向の夫々について、移動体１０を追尾撮像す
ることができる。
【００４２】
　以上で説明した本実施例の構成によれば、実施例３と同様の効果に加え、移動体１０の
上下方向の移動をより広く追尾撮像できるという効果を得ることができる。
【実施例５】
【００４３】
　次に、図８を用いて、実施例４の変形例である実施例５の移動体撮像装置１を説明する
。なお、上述の実施例との共通点は重複説明を省略する。
【００４４】
　実施例４では、反射鏡４ｂの回転に伴い撮像機７の光軸が仰角方向または俯角方向に大
きく変化しても、反射鏡４ａに投影されるように、反射鏡４ａの縦方向長さを長くする必
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要があった。しかしながら、偏向機５ａの回転負荷でもある反射鏡４ａの大型化（重量化
）は、偏向機５ａの応答速度の劣化を招くという問題がある。
【００４５】
　そこで、本実施例では、反射鏡４ａの大きさを維持したまま、反射鏡４ｂの可動範囲の
拡張に対応できるようにした。すなわち、反射鏡４ｂの偏向角度と連動して偏向機５ａを
上下させる偏向機移動機構１１を追加することで、比較的小さな反射鏡４ａを用いた場合
であっても、反射鏡４ａ上の適切な位置に撮像機７の光軸が投影されるようにした。
【００４６】
　図８は、移動体１０が点線の位置から実線の位置に上昇した際に、反射鏡４ｂが垂直に
近づく方向に回転するとともに、偏向機移動機構１１によって偏向機５ａが上方に移動し
た状態を示している。
【００４７】
　以上で説明した本実施例の構成によれば、実施例４の構成と同様の効果を得ることがで
きるのに加え、移動体１０の左右方向の移動に対する追尾性能を実施例４の構成よりも高
めることができる。
【００４８】
　なお、本発明は上記した実施例に限定されるものではなく、様々な変形例が含まれる。
例えば、上記した実施例は本発明を分かりやすく説明するために詳細に説明したものであ
り、必ずしも説明した全ての構成を備えるものに限定されるものではない。また、ある実
施例の構成の一部を他の実施例の構成に置き換えることが可能であり、また、ある実施例
の構成に他の実施例の構成を加えることも可能である。また、各実施例の構成について、
他の構成の追加、削除、置換をすることが可能である。
【符号の説明】
【００４９】
１　移動体撮像装置、
２　制御装置、
２ａ　偏向機制御部、
２ｂ　回転機制御部、
２ｃ　撮像機制御部、
２ｄ　画像処理部、
３　偏向部、
４、４ａ、４ｂ　反射鏡、
５、５ａ、５ｂ　偏向機、
６、６ａ、６ｂ　回転機、
７　撮像機、
７ａ　ズームレンズ、
７ｂ　撮像部、
８　画像データ、
８ａ　処理後画像データ、
９ａ、９ｂ　筐体、
１０　移動体、
１１　偏向機移動機構
【要約】
【課題】高速移動体の追尾が可能で、かつ広い監視範囲を持つ移動体監視装置を提供する
。
【解決手段】本発明の移動体撮像装置は、移動体を撮像する撮像機と、該撮像機を内部に
固定した第一筐体と、前記撮像機の光軸上に配置された第一反射鏡および第二反射鏡と、
該第一反射鏡および第二反射鏡を内蔵する第二筺体と、該第二筺体に設置され、前記第一
反射鏡を回転させることで、前記撮像機の光軸を偏向する第一偏向機と、第一筺体に対し
前記第二筺体を前記撮像機の光軸周りに回転させる第一回転機と、を具備し、前記第一偏
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向機と前記第一回転機の回転軸が平行であるものとした。
【選択図】　図２

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】
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