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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　対象物を撮影するカメラ本体を含み所定の位置に開口部が形成された筐体と、底部が該
筐体の開口部に嵌合されるとともに、前記カメラ本体を覆う透光性の半球体状のドームカ
バーと、を有するカメラのカメラ取付治具であって、
　一面が設置面に固定され、他面が前記ドームカバーの頂部と所定の距離だけ離間して対
峙するベース部と、
　前記ドームカバーの底部の半径方向に沿った側面部を有し、一端が前記ベース部、他端
が前記筐体に固定された薄板状の脚部と、を備え、
　前記脚部は、互いに離間した位置で前記ベース部の他面から鉛直上方に立設する第１の
脚部と第２の脚部を含み、前記第１の脚部の側面部、および前記第２の脚部の側面部が前
記ベース部の平面視において互いに略３０°～７０°をなすように配設された
　カメラ取付治具。
【請求項２】
　前記ベース部の一面には、設置面に嵌合可能な嵌合凹部を有する
　請求項１に記載のカメラ取付治具。
【請求項３】
　前記第１の脚部と前記第２の脚部の所定の高さ位置に架設され、
　前記筐体に当接されるフランジ部を有する
　請求項１または請求項２に記載のカメラ取付治具。
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【請求項４】
　前記フランジ部には、取付ボルトが挿通可能な貫通孔が形成されている
　請求項３に記載のカメラ取付治具。
【請求項５】
　対象物を撮影するカメラ本体を含み所定の位置に開口部が形成された筐体、底部が該筐
体の開口部に嵌合されるとともに、前記カメラ本体を覆う透光性の半球体状のドームカバ
ーを有するカメラと、
　一面が設置面に固定され、他面が前記ドームカバーの頂面と所定の距離だけ離間して対
峙するベース部、前記ドームカバーの底部の半径方向に沿った側面部を含み、一端が前記
ベース部、他端が前記筐体に固定された薄板状の脚部を有するカメラ取付治具と、を備え
、
　前記脚部は、互いに離間した位置で前記ベース部の他面から鉛直上方に立設する第１の
脚部と第２の脚部を含み、前記第１の脚部の側面部、および前記第２の脚部の側面部が前
記ベース部の平面視において互いに略３０°～７０°をなすように配設された
　カメラ装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、カメラ取付治具、およびカメラ装置に関する。詳しくは、カメラにより撮影
される映像に不要な対象物が映り込むことを防止し、必要な映像を鮮明に撮影することが
できるカメラ取付治具、およびカメラ装置に係るものである。
【背景技術】
【０００２】
　近年、インターネットの普及により簡易にデータを送信できることから、例えば遠隔地
の特定の場所に設置した監視カメラとインターネット網を利用したネットワーク型の監視
カメラシステムが普及している。これらネットワーク型の監視カメラシステムは、特に自
然災害などの情報提供や土木建築現場の作業進捗状況の把握のための情報提供、あるいは
工場、店舗内での不審者等のモニタリングなど種々の場所で広く用いられている（特許文
献１）。
【０００３】
　このような監視カメラは、天井や壁に埋め込んで設置する場合には、例えば特許文献２
に開示されているような取付治具が使用される。具体的には、図６に示すように、建物の
取付面に対して略平行かつ離間配置された上枠５０１と下枠５０２を有し、上枠５０１と
下枠５０２は連結部材５０３により連結されている。監視用のカメラは上枠５０１と下枠
５０２との間に配置される取付部材５０４に取り付けられる。そして、この取付部材５０
４は、上枠５０１と下枠５０２との間において昇降手段５０５により昇降可能であり、所
定の高さ位置において固定されるものとなっている。
【０００４】
　また、監視用のカメラを天井や壁のない河川等の屋外に設置する場合には、図７に示す
ように監視対象となる特定位置に三脚（または一脚）６０１を立設させ、この三脚６０１
の所定の高さ位置でカメラ６０２を強固に固定する方法が用いられている。
【０００５】
　このような監視用のカメラは、監視対象となる特定位置に固定され、常時その特定場所
の監視を行うために用いられているものである。一方、河川や工場のような広範囲の敷地
内においては、パン、チルト、およびズームの制御が可能な全方位型のカメラを使用して
も、１台のカメラで監視できる対象範囲は限られてしまい、監視対象領域の隅々まで監視
することはできない。そのため、複数のカメラを一定間隔毎に設置し、各カメラが追跡対
象の映像を捕捉する監視システムが提案されている（特許文献３）。
【０００６】
　しかしながら、特許文献３に開示の技術においては、複数のカメラを設置する必要があ
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るため、カメラの設置コストが増加するという課題がある。さらに、各カメラを連携させ
るためのシステム構成も複雑となり、システム障害が発生した際には、連携システムが途
絶えてしまい、監視対象の追跡ができなくなるという課題も有している。
【０００７】
　以上のような課題に対して、例えば河川や工場内を巡回する巡回車に１台の全方位型の
カメラを取り付け、監視対象となる敷地内を巡回車により巡回すると同時に、巡回車に取
り付けたカメラにより周囲の状況を撮影することが考えられる。そして、このような巡回
車へのカメラの取り付けに際しては専用の取付治具が必要となるが、例えば特許文献４、
および特許文献５には、移動体としての車両にカメラを取り付けるための取付治具が開示
されている。
【０００８】
　例えば、特許文献４に開示の取付治具は、図８（ａ）に示すように、柱部材７０１の下
端が車両７０４としての電動カートの後部側に取り付けられ、柱部材７０１の下端よりも
高い位置に柱部材７０１の上端が位置し、この上端にカメラ７０３を取り付けるための取
付台７０２が固定されている。従って、特許文献４によれば、柱部材７０１の高さ分だけ
カメラ７０３と車両７０４とが離れるため、カメラ７０３により撮影される映像に車両７
０４やカメラ７０３の取付台７０２が映り込むことを回避でき、全方位において鮮明な映
像を撮影することが可能なものとなっている。
【０００９】
　また、特許文献５に開示の取付治具は、図８（ｂ）に示すように、車両８０４のルーフ
面８０５のキャリア８０３にスライド可能なマウント８０１が取り付けられ、このマウン
ト８０１に台座８０２を介してカメラ８０６が取り付けられる構造となっている。この特
許文献５によれば、特許文献４と同じく、カメラ８０６により撮影される映像に車両８０
４や台座８０２が映り込むことを回避でき、全方位において鮮明な映像を撮影することが
可能なものとなっている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１０】
【特許文献１】特開２００９－１０５７９９号公報
【特許文献２】特開２０１５－　６５６４２号公報
【特許文献３】特開２００３－３２４７２０号公報
【特許文献４】特開２００２－　６２５７９号公報
【特許文献５】特開２０１６－２２３８６２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　ところで、特許文献４、および特許文献５に記載の取付治具は、レンズを含むカメラ本
体を保護するための、例えば半球体状であり透光性のドームカバーが設置面とは反対方向
である上方（空側）を向くように設置されることを前提としたものである。このように、
透明なドームカバーを上方に向けるようにカメラを設置すると、前記した通り、車両や取
付治具の映り込みを防止することはできるものの、悪天候時等においては、ドームカバー
は直接に風雨等に曝されることになる。
【００１２】
　長時間にわたって風雨等により直接に曝されたドームカバーには、雨水等に含まれる泥
や埃が付着するとともに、ドームカバー表面の亀裂発生等の原因となってしまう。そして
、ドームカバーに付着した泥や埃または亀裂は、当然ながらカメラにより撮影された映像
に映り込んでしまうため、鮮明な映像を撮影することができない虞がある。
【００１３】
　そのため作業者は、定期的にドームカバーの清掃や亀裂の有無を確認する必要があるが
、作業上の負担が非常に大きいものとなっている。一方、ドームカバーが風雨等に直接曝
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されないようにするには、ドームカバーを下向き（地面側）になるようにカメラを車両の
ルーフ面等に取り付ける必要がある。しかしながら、天井面の存在しない車両のルーフ面
に対して、ドームカバーが下向きに向くようにするには、カメラを上方から吊り下げるた
めの取付治具が必要となるが、この場合、カメラ本体と取付治具は必然的に交差部分が生
じるため、カメラにより撮影される映像には、必ず取付治具の一部が映り込むことになる
という課題を有している。
【００１４】
　本発明は、以上の点に鑑みて創案されたものであり、カメラにより撮影される映像に不
要な対象物が映り込むことを防止し、必要な映像を鮮明に撮影することができるカメラ取
付治具、およびカメラ装置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】
【００１５】
　前記の目的を達成するために、本発明のカメラ取付治具は、対象物を撮影するカメラ本
体を含み所定の位置に開口部が形成された筐体と、底部が該筐体の開口部に嵌合されると
ともに、前記カメラ本体を覆う透光性の半球体状のドームカバーとを有するカメラのカメ
ラ取付治具であって、一面が設置面に固定され、他面が前記ドームカバーの頂部と所定の
距離だけ離間して対峙するベース部と、前記ドームカバーの底部の半径方向に沿った側面
部を有し、一端が前記ベース部、他端が前記筐体に固定された薄板状の脚部とを備える。
【００１６】
　ここで、カメラが、対象物を撮影するカメラ本体を含み所定の位置に開口部が形成され
た筐体を備えていることにより、カメラ本体を筐体内に取り付けることができるとともに
、カメラ本体を外力から保護することができる。
【００１７】
　また、カメラが、底部が筐体の開口部に嵌合されるとともに、カメラ本体を覆う透光性
の半球体状のドームカバーを備えていることにより、カメラ本体を外力から保護すること
ができるとともに、透光性のドームカバーを通じて撮影対象を撮影することができる。
【００１８】
　また、カメラ取付治具が、一面が設置面に固定されるベース部を備えることにより、こ
のベース部を設置面に対して固定することができる。
【００１９】
　また、ドームカバーの頂面とベース部の他面が、所定の距離だけ離間して対峙するよう
に配置されていることにより、カメラを固定したカメラ取付治具を設置面に固定した場合
、ドームカバーが上方（空側）とは反対方向の地面方向である設置面を指向するため、ド
ームカバーが雨水や埃に直接曝されず、ドームカバーへの泥や埃の付着を低減することが
できる。
【００２０】
　また、一端がベース部、他端が筐体に固定された脚部を備えることにより、カメラを設
置面に対して強固に固定することができる。
【００２１】
　また、脚部が、その側面部がドームカバーの底部の半径方向に沿うように配置された薄
板状から構成されることにより、カメラにより対象物を撮影する際に、脚部のカメラ本体
への映り込みを最小限に抑えることができる。
【００２２】
　また、脚部が互いに離間した位置でベース部の他面から鉛直上方に立設する第１の脚部
と第２の脚部を含む場合には、より安定した状態でカメラを支持することができるため、
撮影時のブレ等が少なく、鮮明な映像を撮影することができる。
【００２３】
　また、第１の脚部の側面部、および第２の脚部の側面部がベース部の平面視において互
いに略３０°～７０°をなすように配設されている場合には、省スペース内においてもカ
メラを支持することができるとともに、脚部のカメラ本体への映り込みを最小限におさえ
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ることができる。
【００２４】
　なお、第１の脚部の側面部、および第２の脚部の側面部のなす角度がベース部の平面視
において３０°よりも小さい場合には、カメラを支持する安定度が劣り、７０°よりも大
きい場合には、比較的広い取付スペースが必要となり、省スペース内でのカメラの設置が
困難なものとなる。
【００２５】
　また、ベース部の一面に、設置面に嵌合可能な嵌合凹部を有する場合には、例えばカメ
ラ取付治具を車両のルーフ面に取り付ける場合、ルーフ面に設置されたクロスバーに対し
て、この嵌合凹部を嵌合することで、容易、かつ強固にカメラ取付治具を設置することが
できる。
【００２６】
　また、第１の脚部と第２の脚部の所定の高さ位置に架設され、筐体に当接されるフラン
ジ部を有する場合には、このフランジによりカメラの筐体に対する設置面積が増大し、カ
メラとカメラ取付治具の取付強度を高め、より安定した状態でカメラを支持することがで
きるとともに、撮影時のブレ等が少なく、鮮明な映像を撮影することができる。
【００２７】
　また、フランジ部には、取付ボルトが挿通可能な貫通孔が形成されている場合には、ボ
ルトを介してカメラとカメラ取付治具を脱着することができるため、カメラのカメラ取付
治具への脱着作業が容易なものとなる。
【００２８】
　前記の目的を達成するために、本発明のカメラ装置は、対象物を撮影するカメラ本体を
含み所定の位置に開口部が形成された筐体、底部が該筐体の開口部に嵌合されるとともに
、前記カメラ本体を覆う透光性の半球体状のドームカバーを有するカメラと、一面が設置
面に固定され、他面が前記ドームカバーの頂面と所定の距離だけ離間して対峙するベース
部、前記ドームカバーの底部の半径方向に沿った側面部を含み、一端が前記ベース部、他
端が前記筐体に固定された薄板状の脚部を有するカメラ取付治具とを備える。
【００２９】
　ここで、カメラが、対象物を撮影するカメラ本体を含み所定の位置に開口部が形成され
た筐体を備えていることにより、カメラ本体を筐体内に取り付けることができるとともに
、カメラ本体の一部を外力から保護することができる。
【００３０】
　また、カメラが、底部が筐体の開口部に嵌合されるとともに、カメラ本体を覆う透光性
の半球体状のドームカバーを備えていることにより、カメラ本体を外力から保護すること
ができるとともに、ドームカバーを通じて撮影対象を撮影することができる。
【００３１】
　また、カメラ取付治具が、一面が設置面に固定されるベース部を備えることにより、こ
のベースを設置面に対して固定することができる。
【００３２】
　また、ドームカバーの頂面とベース部の他面が、所定の距離だけ離間して対峙するよう
に配置されていることにより、カメラを固定したカメラ取付治具を設置面に固定した場合
、ドームカバーが上方（空側）とは反対方向の地面方向である設置面を指向するため、ド
ームカバーが雨水や埃に直接曝されず、ドームカバーへの泥や埃の付着を低減することが
できる。
【００３３】
　また、一端がベース部、他端が筐体に固定された脚部を備えることにより、カメラを設
置面に対して強固に固定することができる。
【００３４】
　また、脚部が、その側面部がドームカバーの底部の半径方向に沿うように配置された薄
板状から構成されることにより、カメラにより対象物を撮影する際に、脚部のカメラ本体
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への映り込みを最小限に抑えることができる。
【００３５】
　また、脚部が互いに離間した位置でベース部の他面から鉛直上方に立設する第１の脚部
と第２の脚部を含む場合には、より安定した状態でカメラを支持することができるため、
撮影時のブレ等が少なく、鮮明な映像を撮影することができる。
【００３６】
　また、第１の脚部の側面部、および第２の脚部の側面部がベース部の平面視において互
いに略３０°～７０°をなすように配設されている場合には、省スペース内においてもカ
メラを支持することができるとともに、脚部のカメラ本体への映り込みを最小限におさえ
ることができる。
【００３７】
　なお、第１の脚部の側面部、および第２の脚部の側面部のなす角度がベース部の平面視
において３０°よりも小さい場合には、カメラを支持する安定度が劣り、７０°よりも大
きい場合には、比較的広い取付スペースが必要となり、省スペース内でのカメラの設置が
困難なものとなる。
【発明の効果】
【００３８】
　本発明に係るカメラ取付治具、およびカメラ装置は、カメラにより撮影される映像に不
要な対象物が映り込むことを防止し、必要な映像を鮮明に撮影することができる。
【図面の簡単な説明】
【００３９】
【図１】本発明の実施形態に係るカメラ装置を示す分解斜視図である。
【図２】本発明の実施形態に係るカメラの内部構造を示す図である。
【図３】本発明の実施形態に係るカメラ取付治具を示す図であり、（ａ）は側面図、（ｂ
）は正面図である。
【図４】本発明の実施形態に係るカメラ取付治具の平面図である。
【図５】本発明の実施形態に係るカメラ装置を、車両に取り付けた状態を示す図である。
【図６】従来技術を示す図である。
【図７】従来技術を示す図である。
【図８】従来技術を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００４０】
　以下、カメラ取付治具、およびカメラ装置に関する本発明の実施の形態について、図面
を参照しながら説明し、本発明の理解に供する。なお、各図においては、説明の便宜上、
カメラ取付治具３を設置面に設置した際の、設置面から上方に向かう方向を上方向と定義
し、上方向の反対方向を下方向と定義し、上方向、および下方向により表される軸方向を
鉛直方向と定義し、鉛直方向と垂直な軸方向を水平方向とそれぞれ定義する。
【００４１】
　まず、本発明の実施形態に係るカメラ装置１の全体構成について図１を用いて説明する
。カメラ装置１は、図１には図示しない車両のルーフ面に取り付けられたクロスバー４２
に設置されるものであり、主に遠隔監視用のカメラ２と、このカメラ２を設置対象物に固
定するためのカメラ取付治具３から構成されている。
【００４２】
　カメラ２は、図２に示すように、箱型の筐体２１内に撮影対象を撮影するカメラ本体２
２、通信用機器としてのルータ２３、カメラ本体２２とルータ２３を駆動するための電源
装置２４、筐体２１内の温度上昇を防止するための排気ファン２５、および筐体２１の一
面に形成された開口部２６に取り付けられたドームカバー２７から主に構成されている。
【００４３】
　カメラ本体２２は、パン、チルト、およびズーム制御が可能なものであり、１つのユニ
ットにて３６０°の映像を撮影することができるパノラマ撮影レンズ２２１を搭載した全
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方位カメラによって構成されている。
【００４４】
　ここで、必ずしも、カメラ本体２２はパノラマ撮影レンズ２２１を有している必要はな
い。３６０°の全方位の撮影が可能なものであれば、例えばパノラマ撮影レンズ２２１に
代えて、魚眼レンズ、または広角レンズを用いることもできる。
【００４５】
　ルータ２３は、カメラ本体２２と図示しない通信機器との間で無線通信を可能とするも
のであり、例えばカメラ本体２２により撮影された映像を、パーソナルコンピュータ、ス
マートフォン、またはタブレット等の携帯端末機を通じて常時見ることができるものとな
っている。さらに、携帯端末機を使用してカメラ本体２２のパン、チルト、ズーム制御も
可能なものとなっている。
【００４６】
　電源装置２４は、例えば筐体２１の外側に貼着されたシート状の太陽電池２４１が図示
しない電源コードで接続される。太陽電池２４１は日射量にほぼ比例して電力を発生し、
カメラ本体２２、ルータ２３、および排気ファン２５等に電源を供給する。
【００４７】
　ここで、必ずしも、電源装置２４として太陽電池２４１を使用する必要はない。但し、
太陽電池２４１を使用することにより、長期間の屋外での使用が可能になるとともに、外
部からの電源供給のための配線も不要となるため、その設置やメンテナンスが容易なもの
となる。
【００４８】
　ドームカバー２７は透光性のある透明な樹脂、またはプラスチック製の略半球体状から
なり、筐体２１の一面に形成された円形の開口部２６に、その底部２７１が嵌合するよう
に取り付けられている。即ち、カメラ本体２２は、このドームカバー２７を通じて撮影対
象を撮影可能となっているとともに、例え屋外に長時間設置したとしても、カメラ本体２
２を含め、筐体２１内に雨水や埃の侵入を防止することができる。
【００４９】
　なお、本発明において使用するカメラ２は、ドームカバー２７の頂部２７２がカメラ２
の設置面を指向するように設置されるものを前提とする。このように、ドームカバー２７
の頂部２７２が設置面を指向するようにカメラ２を設置することで、悪天候時に屋外で長
時間使用したとしても、ドームカバー２７が雨水や埃に直接曝されることがなく、常に鮮
明な映像を撮影することができるものとなっている。
【００５０】
　カメラ取付治具３は図１、および図３に示すように、設置面に設置されるベース部３１
、ベース部３１から鉛直方向上方に立設する脚部３２、カメラ２の筐体２１に当接され固
定されるフランジ部３４から主に構成されている。
【００５１】
　ベース部３１は一面が設置面に固定され、他面に脚部３２が溶接等の固定手段で固定さ
れた平板状からなるものである。ベース部３１の一面には、一端側に例えばベース部３１
の設置場所として車両のルーフ面に固定する場合において、車両のルーフ面に設けられた
クロスバー４２に嵌合させるための嵌合凹部３３が、ボルト３５、ナット３６により固定
され、他端側には同じく嵌合凹部３３が一体形成されている。
【００５２】
　ここで、必ずしも、ベース部３１は一枚の平板状から構成されている必要はない。例え
ば、二枚の平板に分割し、分割した各平板に後述する第１の脚部３２１、および第２の脚
部３２２を固定するように構成してもよい。
【００５３】
　脚部３２は、薄厚の側面部３２３を有し、それぞれが同一形状である第１の脚部３２１
と第２の脚部３２２から構成され、その一端がベース部３１の他面に溶接固定され一体化
されている。
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【００５４】
　ここで、必ずしも、脚部３２は第１の脚部３２１と第２の脚部３２２に分割して構成さ
れている必要はない。例えば１本の脚部３２から構成されていてもよく、また３本以上の
脚部３２を有していてもよい。ただし、脚部３２が１本の場合には、重量のあるカメラ２
を支持するための剛性が不足し、長時間の使用ができない虞がある。一方、脚部３２とし
て３本以上から構成されている場合には、部品点数が多くなるとともに、省スペース内に
設置する際に、脚部３２の配置スペースが不足する虞がある。従って、省スペース内にお
いて安定してカメラ２を支持するためには、脚部３２は２本から構成されていることが好
ましい。
【００５５】
　また、必ずしも、第１の脚部３２１、および第２の脚部３２２のベース部３１への固定
は溶接固定されている必要はない。例えば、ベース部３１に形成されたスリット孔に第１
の脚部３２１、および第２の脚部３２２の一端を挿入して固定するようにしてもよく、そ
の他の公知の固定手段から適宜選択することができる。
【００５６】
　また、必ずしも、第１の脚部３２１、および第２の脚部３２２の側面部３２３は薄厚で
ある必要はない。この点、側面部３２３の厚みは、厚ければそれだけ剛性面では有利であ
るが、反面、カメラ２による映像への映り込み範囲も大きくなる。本発明においては、カ
メラ取付治具３の映像への映り込み面積をなるべく小さくするという観点から、可能な限
り側面部３２３の厚みは薄厚であることが好ましい。
【００５７】
　ベース部３１から立設された第１の脚部３２１、第２の脚部３２２の他端には、所定の
位置にボルト挿通孔３４１が形成されたフランジ部３４が架設されている。このフランジ
部３４に形成されたボルト挿通孔３４１と、カメラ２の筐体２１に形成された図示しない
ボルト挿通孔が合致するようにフランジ部３４を筐体２１に対して当接し、ボルト４を挿
通させることで、カメラ取付治具３とカメラ２を強固に固定することができるものとなっ
ている。
【００５８】
　図４は、カメラ２をカメラ取付治具３に取り付けた状態を平面視した図である。図４に
示すように、第１の脚部３２１と第２の脚部３２２は、それぞれの側面部３２３が筐体２
の開口部２６に取り付けられたドームカバー２７の底部２７１の半径方向に沿うように配
置されている。このように、第１の脚部３２１と第２の脚部３２２の側面部３２３、３２
３が、ドームカーバー２７の底部２７１の半径方向に沿うように配置されることにより、
カメラ本体２２が水平方向に３６０°回転（パン）しながら撮影対象を撮影するに際して
、第１の脚部３２１、第２の脚部３２２のカメラ２への映り込みを極力避けることができ
るため、鮮明な映像を撮影することが可能となっている。
【００５９】
　なお、図４に示すように、第１の脚部３２１と第２の脚部３２２の配置は、第１の脚部
３２１と第２の脚部３２２の側面部３２３、３２３がベース部３１の平面視において３０
°～７０°の範囲に設定されている。
【００６０】
　ここで、必ずしも、第１の脚部３２１と第２の脚部３２２の側面部３２３、３２３のな
す角度は３０°～７０°の範囲に設定されている必要はない。但し、第１の脚部３２１と
第２の脚部３２２の側面部３２３、３２３のなす角度が３０°～７０°の範囲に設定され
ている場合には、省スペース内においてもカメラ２を支持することができるとともに、第
１の脚部３２１、および第２の脚部３２２のカメラ２への映り込みを最小限におさえるこ
とができる。従って、第１の脚部３２１と第２の脚部３２２の側面部３２３、３２３のな
す角度は３０°～７０°であることが好ましい。
【００６１】
　図５は、カメラ装置１を、車両４のルーフ面４１に取り付けた状態を示す図である。車
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両４には、ルーフ面４１にクロスバー４２が設けられている。このクロスバー４２に、カ
メラ取付治具３のベース部３２の一面に固定された嵌合凹部３３が嵌合して、カメラ取付
治具３が車両４に対して強固に固定される。
【００６２】
　カメラ２への電源の供給は、前記したように、カメラ２の筐体に貼着された太陽電池２
４１から電源供給を受けてもよいが、例えば、図５に示すように、車両４に搭載された図
示しない鉛バッテリーと接続されたリチウムイオンバッテリー４３から供給されるように
構成されていてもよい。なお、設置対象となる車両４が電気自動車の場合には、搭載され
ているリチウムイオンバッテリーから直接電源供給を受けることができる。
【００６３】
　このように、車両４にカメラ装置１を搭載する場合には、リチウムイオンバッテリー４
３から電源供給を受けることで、例えば悪天候時等において太陽電池２４１による電源供
給が不安定となるような場合でも、電源を安定してカメラ２に供給することができるため
、撮影作業が途中で途切れたりすることがなく、鮮明な映像を長時間にわたって撮影する
ことが可能となる。
【００６４】
　車両４に設置されたカメラ２で撮影された映像は、カメラ２に搭載されているルータ２
３により、例えば車両４内に搭載した携帯端末機に常時その映像が送られてくる。車両４
の運転者や同乗者は、携帯端末機に送られてくる映像を確認しながら周辺の監視を行い、
目視では確認できない不審者や周辺環境の異変等について早期に発見することが可能とな
る。
【００６５】
　以上、本発明を適用したカメラ取付治具、およびカメラ装置は、カメラにより撮影され
る映像に不要な対象物が映り込むことを防止し、必要な映像を鮮明に撮影することができ
るものとなっている。
【符号の説明】
【００６６】
　　　１　　　　カメラ装置
　　　２、６０２、７０３、８０６　　　　カメラ
　　　２１　　　　筐体
　　　２２　　　　カメラ本体
　　　２２１　　　　パノラマ撮影レンズ
　　　２３　　　　ルータ
　　　２４　　　　電源装置
　　　２４１　　　　太陽電池
　　　２５　　　　排気ファン
　　　２６　　　　開口部
　　　２７　　　　ドームカバー
　　　２７１　　　　底部
　　　２７２　　　　頂部
　　　３　　　　カメラ取付治具
　　　３１　　　　ベース部
　　　３２　　　　脚部
　　　３２１　　　　第１の脚部
　　　３２２　　　　第２の脚部
　　　３２３　　　　側面部
　　　３３　　　　嵌合凹部
　　　３４　　　　フランジ部
　　　３４１　　　　ボルト挿通孔
　　　３５　　　　ボルト
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　　　３６　　　　ナット
　　　４、７０４、８０４　　　　車両
　　　４１、８０５　　　　ルーフ面
　　　４２　　　　クロスバー
　　　４３　　　　リチウムイオンバッテリー
　　　５０１　　　　上枠
　　　５０２　　　　下枠
　　　５０３　　　　連結部材
　　　５０４　　　　取付部材
　　　５０５　　　　昇降手段
　　　６０１　　　　三脚
　　　７０１　　　　柱部材
　　　７０２　　　　取付台
　　　８０１　　　　マウント
　　　８０２　　　　台座
　　　８０３　　　　キャリア

【図１】 【図２】
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