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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　広角と望遠及びフォーカスレンズの調整可能なカメラユニットと前記カメラユニットを
囲むケースを具備する監視用ビデオカメラにおいて、
　前記ケースは、ケース本体と、前記ケース本体の前面下部に配置される略コの字形状の
フロントケースと、前記ケース本体の前面と前面上部に配置されるフロントカバーと、を
有し、
　前記ケース本体と前記フロントケースは前記カメラユニットに固定され、前記フロント
ケースの底部に設けられた突起部と前記フロントカバーに設けられた爪部が勘合するとと
もに、前記フロントケースの側壁部に設けられたスライドガイド部と前記フロントカバー
に設けられたスライド溝部が勘合することを特徴とする監視用ビデオカメラ。
【請求項２】
　請求項１記載の監視用ビデオカメラであって、
　前記略コの字形状のフロントケース底部にヒンジガイド部Ａ、前記フロントカバーの下
端にヒンジガイド部Ｂが設けられ、前記ヒンジガイド部Ａと前記ヒンジガイド部Ｂとがヒ
ンジで接続されることを特徴とする監視用ビデオカメラ。
【請求項３】
　カメラ部と前記カメラ部を囲むケース部を有する監視用ビデオカメラであって、
　前記ケース部は、ケース本体と、前記ケース本体の前面下部に配置されるフロントケー
ス部と、前記ケース本体の前面及び前面上部に配置されるフロントカバー部を有し、
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　前記フロントケース部と前記フロントカバー部が固定される際、前記フロントケース部
に設けられた突起部と前記フロントカバー部に設けられた爪部が勘合するとともに、前記
フロントケース部に設けられたスライドガイド部と前記フロントカバー部に設けられたス
ライド溝部が勘合することを特徴とする監視用ビデオカメラ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、監視用ビデオカメラの構造に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　監視用ビデオカメラは、近年、銀行のＡＴＭ周辺、路上、駐車場等、屋内屋外を問わず
、様々な場所に設置されるようになっており、様々なニーズに適応できる小型で堅牢な構
造とすることが必要となっている。
【０００３】
　特許文献１では、「小型化が図れると共に、取付け部の強度が強く、ファンレスによる
静穏化ができ、低コストでデザイン上の制約の少ない監視カメラを提供する」という課題
に対して、「筐体内に略コの字状の金属構造体１０１を持ち、その上下に三脚ネジ取付け
部１０２ａを有し、金属構造体１０１の前部上面、後部下面を覆う外装を配置し、金属構
造体の少なくとも左右面を覆うように金属筐体パネル１０５，１０６を取り付ける。金属
構造体の前面外装部が略Ｒ状に形成され、その前面外装部にてタリーランプ光を認識可能
にした」という解決手段を用いることが開示されている。
【０００４】
【特許文献１】特開２００６－１４０６７３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　その一方で、ＡＴＭのマジックミラーの狭い場所や屋内用ハウジング内に監視用ビデオ
カメラを設置する場合は設置場所によって取り付け位置に対する制約が多く、監視用ビデ
オカメラを設置した後でカメラレンズの角度調整作業を短時間で済ませることが要求され
ている。
【０００６】
　このようなニーズに答える監視ビデオカメラとして、監視用ビデオカメラのケース本体
からフロントケースを取り外してレンズ部の角度調整可能としている監視用ビデオカメラ
がある。
【０００７】
　図8は、レンズ部の角度調整可能な従来の監視用ビデオカメラの例であり、監視用ビデ
オカメラのケースはケース本体９とフロントケース１０にて構成される。
【０００８】
　図９、図１０、図１１は、カメラレンズ部の角度調整の為、ケース本体９からフロント
ケース１０を取り外す様子を示す。監視用ビデオカメラ下側のケース本体に固定されてい
る固定ネジ１１を緩めた後(図９)、フロントケース１０をケース本体９の固定ネジガイド
部９aから外し(図１０)、更に、フロントケース１０をケース本体９の取り付けガイド部
９bのフックを外してフロントケース１０を前方に取り外している。
【０００９】
　図６は、カメラレンズの角度調整可能な従来の監視ビデオカメラの他の例であり、監視
ビデオカメラのフロントケースを、７のフロントケースBと８のフロントカバーBの２つの
部品として構成している。図７は、カメラレンズ部の角度調整の為、８のフロントカバー
Bのフック部８aを押圧して７のフロントケースBから上に取り外す様子を示す。図６、図
７において、１はケース、４はネジ、５はカメラユニットである。
【００１０】
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　ところで、銀行等のＡＴＭにおける監視用ビデオカメラでは、顧客と対面するように監
視用ビデオカメラを設置し、かつ、顧客に監視用ビデオカメラがあることを悟られないよ
うに監視用ビデオカメラの前面にマジックミラーを配置している場合が多い。この場合、
監視用ビデオカメラのフロントケースを上方向あるいは下方向に取り外してレンズ角度の
調整を行う必要がある。この場合、図７に示す従来の監視用ビデオカメラは利用できるが
、図１０に示す監視用ビデオカメラは利用できない。
【００１１】
　一方、路上、駐車場等の屋外に設置される監視ビデオカメラでは、直射日光や風雨から
監視用ビデオカメラを守るハウジングで覆われており、監視用ビデオカメラのフロントケ
ースを前に引き出すように取り外してレンズ角度の調整を行う必要がある。この場合、図
１０に示す従来の監視用ビデオカメラは利用できるが、図７に示す監視用ビデオカメラは
利用できない。
【００１２】
　このような課題に鑑み、本発明はより使い勝手の良い監視用ビデオカメラの提供するこ
とを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　本発明は上記の課題を一例として、特許請求範囲記載の構成を用いて解決する。
【００１４】
　より具体的には、広角と望遠及びフォーカスレンズの調整可能なカメラユニットと前記
カメラユニットを囲むケースを具備する監視用ビデオカメラにおいて、ケースを、ケース
本体と、前記ケース本体の前面下部に配置される略コの字形状のフロントケースと、前記
ケース本体の前面と前面上部に配置されるフロントカバーと、リアケースの少なくとも４
つの部材を用いて構成する。
【００１５】
　そして、カメラユニットにケース本体と前記フロントケースをねじ等で固定する。また
、フロントケースとフロントカバーの固定は、略コの字形状のフロントケース底部に設け
た突起部とフロントカバーから突き出る爪部の勘合と、略コの字形状フロントケース側壁
部に設けたスライドガイド部と前記フロントカバーに設けたスライド溝部と勘合を組み合
わせて行う。
【００１６】
　また、カメラ部と前記カメラ部を囲むケース部を有する監視用ビデオカメラであって、
前記ケース部は、ケース本体と、前記ケース本体の前面下部に配置されるフロントケース
部と、前記ケース本体の前面及び前面上部に配置されるフロントカバー部を有し、前記フ
ロントケース部と前記フロントカバー部が固定される際、前記フロントケース部に設けら
れた突起部と前記フロントカバー部に設けられた爪部が勘合するとともに、前記フロント
ケース部に設けられたスライドガイド部と前記フロントカバー部に設けられたスライド溝
部が勘合することを特徴とする監視用ビデオカメラによっても、前記課題を解決できる。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明によれば、より使い勝手の良い監視用ビデオカメラを提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１８】
　以下、本発明の実施の形態を図面を用いて説明する。
【００１９】
　図１は、本発明にかかる監視用ビデオカメラの本体の斜視図である。図１において、２
はフロントケース、３はフロントカバーを示す。既に説明済みのものと同じ符号は説明を
省略する。
【００２０】
　図２は、図１のフロントケースとフロントカバーの取り付け構成図である。図２におい
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て、２aは保持部、２bはスライドガイド部、２dは突起部を示す。既に説明済みのものと
同じ符号は説明を省略する。
【００２１】
　ケース１には所定の構成部品にて広角と望遠及びフォーカスレンズ部を有するカメラユ
ニット５が装着されている。
【００２２】
　ケース１の固定ガイド穴１ａにはフロントケース２の保持部２ａが両側で嵌合され、ネ
ジ４で固定される。フロントカバー３は、フロントケース２のスライドガイド部２ｂに沿
って保持部２ａで固定位置決めされる。
【００２３】
　図３は、本発明によるフロントケース２とフロントカバー３の部品構造について詳細に
示す図である。図３において、２ｃはヒンジガイドA、２eはガイドリブ、３aはスライド
溝部、３bは爪部、３cはヒンジガイドB、６はヒンジである。既に説明済みのものと同じ
符号は説明を省略する。保持部２ａはケース１の固定ガイド穴１ａと、ガイドリブ２eは
フロントケース１の外周部にそれぞれ嵌合され、保持部２ａとケース１の固定ガイド穴１
ａはネジ４で固定される。
【００２４】
　スライド溝部３ａはスライドガイド部２ｂに沿って挿入ガイドされ、爪部３ｂの角穴部
が突起部２ｄに入り位置決めされ固定される。スライド溝部３ａのＬ範囲まではスライド
方向及び上下方向に移動できるが、Ｓ範囲はスライド方向のみの移動となる。Ｌ範囲、Ｓ
範囲、スライドガイド部の構成は自由に設定でき、構成によっては短いスライドに設定も
できる。
【００２５】
　ヒンジ６は、カメラユニット５を調整する際にフロントカバー３を外した時の落下防止
に設けており、ヒンジ６の両側は２ｃのヒンジガイドAと３ｃのヒンジガイドBにそれぞれ
取付けられ、ヒンジガイド２ｃ、３ｃ間は摺動する。又、ヒンジ６は軟質樹脂材につき、
いかなる方向へも自由自在となる。尚、ヒンジ６は現地据付工事時に取り外すことも可能
である。
【００２６】
　図４は、フロントカバー３の取り外しが可能な位置にずらした状態で、フロントカバー
３をスライド方向あるいは上下方向に動かすことができる。取り外しが可能な範囲Ｍは先
程説明したＬ範囲、Ｓ範囲、スライドガイド部の構成によって決まる。このように、フロ
ントカバー３の取り外す移動量が少ないと、カメラユニット５の前に障物がある場合又は
、カメラユニット５の上方向に障害物がある場合はスライド方向のみでの取り外しが可能
となる。
【００２７】
　図５は、フロントカバー３を外した状態で、かつ、フロントカバー３がヒンジ６により
カメラ本体にぶら下がっている状態を示し、カメラユニット５調整後、フロントカバー３
のセッティングが容易となる。
【００２８】
　しかし、設置状況によっては、フロントカバー３が本体と繋がっていると支障をきたす
場合には、前記したようにヒンジ６を取り外すこともできる。
【００２９】
　以上、広角と望遠及びフォーカスレンズの調整部を有する監視カメラのケース構造に関
し、フロントケース部を、上から取り外し可能とするとともに、前からも取り出し可能と
することにより使い勝手の良い監視用ビデオカメラを提供する一実施例について説明して
きた。
【００３０】
　本発明によれば、監視用ビデオカメラのフロントカバーを上方向に外す、あるいは、前
に引き出して外すことが可能となり、監視用ビデオカメラの設置場所に拠らず、レンズ角
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【図面の簡単な説明】
【００３１】
【図１】本発明の一実施例を示す本体の斜視図。
【図２】本発明の一実施例を示すフロントケースとフロントカバーの取付け構成図。
【図３】本発明の一実施例を示すフロントケースとフロントカバーの部品構造説明図。
【図４】本発明の一実施例を示すフロントカバーの取外し説明図。
【図５】本発明の一実施例を示すフロントカバーを外した図。
【図６】従来実施例１を示す外観斜視図。
【図７】従来実施例１を示すフロントカバーの勘合説明図。
【図８】従来実施例２を示す外観斜視図。
【図９】図８の底面よりの斜視図。
【図１０】従来実施例２を示すフロントケース固定ネジを外した説明図。
【図１１】従来実施例２を示すフロントケースの取付けを示す説明図。
【符号の説明】
【００３２】
１…ケース
１ａ…固定ガイド穴
２…フロントケース
２ａ…保持部
２ｂ…スライドガイド部
２ｃ…ヒンジガイドA
２ｄ…突起部
２ｅ…ガイドリブ
３…フロントカバー
３ａ…スライド溝部
３ｂ…爪部
３ｃ…ヒンジガイドB
４…ネジ
５…カメラユニット
６…ヒンジ
７…フロントケースＢ
８…フロントカバーＢ
８ａ…フック部
９…ケース本体
９ａ…固定ネジガイド部
９ｂ…取付けガイド部
１０…フロントケース
１１…固定ネジ
１２…カメラユニット
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