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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　光軸まわりに回転する撮像手段の前記光軸の向きを制御する撮影制御システムであって
、
　前記光軸の向きをパン方向又はチルト方向に駆動する駆動手段と、
　前記撮像手段の回転角度に応じた、前記駆動手段により前記光軸の向きが駆動される方
向を前記撮像手段が撮像した撮像画像と共に表示する制御を行う表示制御手段とを備えた
ことを特徴とする撮影制御システム。
【請求項２】
　前記表示制御手段は、前記撮像画像の傍に、又は、前記撮像画像に重畳させて、前記光
軸の向きが駆動される方向を表示する制御を行うことを特徴とする請求項１に記載の撮影
制御システム。
【請求項３】
　前記表示制御手段は、前記光軸の向きが駆動される方向を矢印又はバーで示すことを特
徴とする請求項１に記載の撮影制御システム。
【請求項４】
　光軸まわりに回転する撮像手段の前記光軸の向きを制御する撮影制御システムであって
、
　前記光軸の向きをパン方向に駆動するパン駆動手段と、
　前記パン駆動手段による駆動に応じた、前記撮像手段が回転可能な範囲を前記撮像手段
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が撮像した撮像画像と共に表示する制御を行う表示制御手段とを備えたことを特徴とする
撮影制御システム。
【請求項５】
　前記表示制御手段は、前記撮像手段が回転可能な範囲における前記撮像手段の現在の回
転位置を前記撮像画像と共に表示する制御を行うことを特徴とする請求項４に記載の撮影
制御システム。
【請求項６】
　撮像手段の光軸の向きを制御する撮影制御システムであって、
　前記光軸の向きをパン方向に駆動するパン駆動手段と、
　前記光軸の向きをチルト方向に駆動するチルト駆動手段と、
　前記パン駆動手段により前記光軸の向きが駆動される方向であるパン方向を、前記撮像
手段が撮像した撮像画像と共に表示する制御を行う表示制御手段とを備え、
　前記表示制御手段は、前記チルト駆動手段による駆動に応じて形状が変化する移動方向
表示で、前記チルト駆動手段による駆動に応じて変化する前記パン方向を、前記撮像手段
が撮像した撮像画像と共に表示する制御を行うことを特徴とする撮影制御システム。
【請求項７】
　前記表示制御手段は、前記パン駆動手段により前記光軸の向きが駆動される方向を直線
状又は円弧状の矢印又はバーで示すことを特徴とする請求項６に記載の撮影制御システム
。
【請求項８】
　前記表示制御手段は、前記パン駆動手段により光軸の向きが駆動される方向を示す矢印
又はバーと共に前記パン駆動手段を操作するための操作ボタンを表示させることを特徴と
する請求項６に記載の撮影制御システム。
【請求項９】
　前記表示制御手段は、前記パン駆動手段により前記光軸の向きを駆動可能な範囲におけ
る前記パン駆動手段により駆動された現在のパン回転位置を前記撮像画像と共に表示する
制御を行うことを特徴とする請求項６に記載の撮影制御システム。
【請求項１０】
　光軸まわりに回転する撮像手段と、
　前記光軸の向きをパン方向又はチルト方向に駆動する駆動手段とを有する撮像装置を制
御する制御装置であって、
　前記駆動手段を駆動させる指示を行う指示手段と、
　前記撮像手段の回転角度に応じた、前記指示を受けた前記駆動手段により前記光軸の向
きが駆動される方向を前記撮像手段が撮像した撮像画像と共に表示する制御を行う表示制
御手段とを備えたことを特徴とする制御装置。
【請求項１１】
　光軸まわりに回転する撮像手段と、
　前記光軸の向きをパン方向に駆動するパン駆動手段とを有する撮像装置を制御する制御
装置であって、
　前記パン駆動手段を駆動させる指示を行う指示手段と、
　前記指示を受けた前記パン駆動手段による駆動に応じた、前記撮像手段が回転可能な範
囲を前記撮像手段が撮像した撮像画像と共に表示する制御を行う表示制御手段とを備えた
ことを特徴とする制御装置。
【請求項１２】
　前記表示制御手段は、前記撮像手段が回転可能な範囲における前記撮像手段の現在の回
転位置を前記撮像画像と共に表示する制御を行うことを特徴とする請求項１１に記載の制
御装置。
【請求項１３】
　撮像手段の光軸の向きをパン方向に駆動するパン駆動手段と、
　前記光軸の向きをチルト方向に駆動するチルト駆動手段とを有する撮像装置を制御する
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制御装置であって、
　前記パン駆動手段を駆動させる指示を行うパン指示手段と、
　前記チルト駆動手段を駆動させる指示を行うチルト指示手段と、
　前記指示を受けた前記パン駆動手段により前記光軸の向きが駆動される方向であるパン
方向を、前記撮像手段が撮像した撮像画像と共に表示する制御を行う表示制御手段を備え
、
　前記表示制御手段は、前記指示を受けた前記チルト駆動手段による駆動に応じて形状が
変化する移動方向表示で、前記指示を受けた前記チルト駆動手段による駆動に応じて変化
する前記パン方向を、前記撮像手段が撮像した撮像画像と共に表示する制御を行うことを
特徴とする制御装置。
【請求項１４】
　前記表示制御手段は、前記指示を受けた前記パン駆動手段により光軸の向きが駆動され
る方向を示す矢印又はバーと共に前記パン駆動手段を操作するための操作ボタンを表示さ
せることを特徴とする請求項１３に記載の制御装置。
【請求項１５】
　前記表示制御手段は、前記指示を受けた前記パン駆動手段により前記光軸の向きを駆動
可能な範囲における前記パン駆動手段により駆動された現在のパン回転位置を前記撮像画
像と共に表示する制御を行うことを特徴とする請求項１３に記載の制御装置。
【請求項１６】
　光軸まわりに回転する撮像手段と、
　前記光軸の向きをパン方向又はチルト方向に駆動する駆動手段とを有する撮像装置を制
御する制御装置の制御方法であって、
　指示手段が、前記駆動手段を駆動させる指示を行う指示ステップと、
　表示制御手段が、前記撮像手段の回転角度に応じた、前記指示を受けた前記駆動手段に
より前記光軸の向きが駆動される方向を前記撮像手段が撮像した撮像画像と共に表示する
制御を行う表示制御ステップとを有することを特徴とする制御装置の制御方法。
【請求項１７】
　光軸まわりに回転する撮像手段と、
　前記光軸の向きをパン方向に駆動するパン駆動手段とを有する撮像装置を制御する制御
装置の制御方法であって、
　パン指示手段が、前記パン駆動手段を駆動させる指示を行うパン指示ステップと、
　表示制御手段が、前記指示を受けた前記パン駆動手段による駆動に応じた、撮像手段が
回転可能な範囲を前記撮像手段が撮像した撮像画像と共に表示する制御を行う表示制御ス
テップとを有することを特徴とする制御装置の制御方法。
【請求項１８】
　撮像手段の光軸の向きをパン方向に駆動するパン駆動手段と、
　前記光軸の向きをチルト方向に駆動するチルト駆動手段とを有する撮像装置を制御する
制御装置の制御方法であって、
　チルト指示手段が、前記チルト駆動手段を駆動させる指示を行うチルト指示ステップと
、
　表示制御手段が、前記パン駆動手段により前記光軸の向きが駆動される方向であるパン
方向を、前記撮像手段が撮像した撮像画像と共に表示する制御を行う表示制御ステップと
を備え、
　前記表示制御ステップにおいて、前記指示を受けた前記チルト駆動手段による駆動に応
じて形状が変化する移動方向表示で、前記指示を受けた前記チルト駆動手段による駆動に
応じて変化する前記パン方向を、前記撮像手段が撮像した撮像画像と共に表示することを
特徴とする制御装置の制御方法。
【請求項１９】
　光軸まわりに回転する撮像手段と、
　前記光軸の向きをパン方向又はチルト方向に駆動する駆動手段とを有する撮像装置を制
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御する制御装置に、
　前記駆動手段を駆動させる指示を行う指示手順と、
　前記撮像手段の回転角度に応じた、前記指示を受けた前記駆動手段により前記光軸の向
きが駆動される方向を前記撮像手段が撮像した撮像画像と共に表示する制御を行う表示制
御手順とを実行させるためのプログラム。
【請求項２０】
　光軸まわりに回転する撮像手段と、
　前記光軸の向きをパン方向に駆動するパン駆動手段とを有する撮像装置を制御する制御
装置に、
　前記パン駆動手段を駆動させる指示を行うパン指示手順と、
　前記指示を受けた前記パン駆動手段による駆動に応じた、前記撮像手段が回転可能な範
囲を前記撮像手段が撮像した撮像画像と共に表示する制御を行う表示制御手順を実行させ
るためのプログラム。
【請求項２１】
　前記表示制御手順において、前記撮像手段が回転可能な範囲における前記撮像手段の現
在の回転位置を前記撮像画像と共に表示する制御を前記制御装置に実行させるための請求
項２０に記載のプログラム。
【請求項２２】
　撮像手段の光軸の向きをパン方向に駆動するパン駆動手段と、
　前記光軸の向きをチルト方向に駆動するチルト駆動手段とを有する撮像装置を制御する
制御装置に、
　前記チルト駆動手段を駆動させる指示を行うチルト指示手順と、
　前記パン駆動手段により前記光軸の向きが駆動される方向であるパン方向を、前記撮像
手段が撮像した撮像画像と共に表示する制御を行う表示制御手順を実行させ、
　前記表示制御手順において、前記指示を受けた前記チルト駆動手段による駆動に応じて
形状が変化する移動方向表示で、前記指示を受けた前記チルト駆動手段による駆動に応じ
て変化する前記パン方向を、前記撮像手段が撮像した撮像画像と共に表示する制御を実行
させるためのプログラム。
【請求項２３】
　前記表示制御手順において、前記パン駆動手段により光軸の向きが駆動される方向を示
す矢印又はバーと共に前記パン駆動手段を操作するための操作ボタンを表示させる制御を
前記制御装置に実行させるための請求項２２に記載のプログラム。
【請求項２４】
　前記表示制御手順において、前記パン駆動手段により前記光軸の向きを駆動可能な範囲
における前記パン駆動手段により駆動された現在のパン回転位置を前記撮像画像と共に表
示する制御を前記制御装置に実行させるための請求項２２に記載のプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、パン・チルト駆動機構を持つ撮像装置を制御するのに好適な撮影制御システ
ム、撮像装置の制御装置及びその制御方法、並びにプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、ネットワークカメラと、ネットワークカメラを制御するクライアント装置とを有
する撮影制御システムがある。撮影制御システムでは、クライアント装置での操作により
、ネットワークカメラのパン・チルト駆動機構を制御することができる。また、カメラそ
のもの或いはカメラが有する撮像ユニットを光軸まわりに回転させる光軸回転駆動機構（
ローテーション駆動機構）を制御することができる。ネットワークカメラを壁掛設置した
場合には（図３の３０４を参照）、パン・チルトを所望の撮像方向に合わせたときに、ク
ライアント装置の表示装置に表示される撮像画像で被写体が斜めの状態となることがある
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が、ローテーション駆動機構を持つことにより、これを正立状態に補正することができる
。
【０００３】
　例えば特許文献１では、雲台のパン駆動およびチルト駆動、ならびに撮像装置または撮
像素子を光軸回りに回転させる光軸回転駆動を可能とする技術が開示されている。そして
、特許文献１では、パン駆動およびチルト駆動を制御する雲台操作モードと、光軸回転駆
動を制御する光軸回転操作モードとが選択可能となっている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００７－１１４５０３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　上述の特許文献１に開示された従来技術では、雲台のパン駆動およびチルト駆動と、撮
像装置または撮像素子のローテーション駆動との制御に際する煩雑な操作を解消して、操
作性の向上を図ることを目的として、パン・チルト駆動とローテーション駆動とを別々に
制御するようにしたものである。
【０００６】
　しかしながら、特許文献１には、パン・チルト駆動機構及びローテーション駆動機構を
持つネットワークカメラにおいて、撮像画像を見ながら所望のパン・チルト角度、ローテ
ーション角度に合わせる操作に関しては開示されていない。
【０００７】
　図１０を参照して、ローテーション駆動機構を駆動させたときのパン移動方向及びチル
ト移動方向について説明を行う。図１０（ａ）において、１０００は撮像画像、１０１０
はパン移動方向、１０２０はチルト移動方向を示す。ローテーション駆動機構がセンター
角度（０度角度）にあるときには、図１０（ａ）に示すようにパン移動方向１０１０は水
平であり、チルト移動方向１０２０は垂直である。
【０００８】
　ところが、ローテーション駆動機構がセンター角度でなく、いずれかの方向に回転され
た状態になると、図１０（ｂ）に示すように、パン移動方向１０１０は水平方向でなくな
り、ローテーション角度に応じてある角度を持った方向に移動する。同様に、チルト移動
方向１０２０も垂直方向でなくなり、ローテーション角度に応じてある角度を持った方向
に移動する。
【０００９】
　このようにローテーション駆動機構により、撮像画像を回転させることが可能となる。
この状態では、パン駆動機構及びチルト駆動機構によるパン移動方向及びチルト移動方向
がそれぞれ水平方向及び垂直方向ではなくなり、ローテーション角度に応じて斜め方向に
変化することになる。この結果、パン、チルト、ローテーションの各駆動機構を使用して
所望の撮像方向にセットしようとしたときに、パン・チルト駆動機構を動作させると、思
った方向とは違う方向にカメラが動いてしまうことになる。特にローテーション角度が９
０度のときには、パン移動方向とチルト移動方向とが入れ変ってしまう。また、ローテー
ション角度が１８０度に近いときには、パン移動方向が左右反対方向、チルト移動方向が
上下反対方向となってしまう。
【００１０】
　ここまで説明したように、パン・チルト駆動機構及びローテーション駆動機構を持つネ
ットワークカメラにおいて撮像画像を見ながら所望の撮像方向に合わせようとしたときに
、ユーザがパン移動方向やチルト移動方向を混乱してしまうおそれがある。例えば図１０
（ｂ）に示す撮像画像１０００で被写体が正立状態にあるような場合、パン移動方向及び
チルト移動方向がそれぞれ水平方向及び垂直方向であると錯覚してしまうようなことが想
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定される。その結果、ユーザは思った方向にカメラを移動させることができずに、所望の
撮像方向に合わせることができない、という問題があった。
【００１１】
　上述の特許文献１に開示された従来技術では、雲台のパン・チルト駆動と光軸回転駆動
を別々に制御することにより、煩雑な操作を解消して、操作性の向上を図るようにしたも
のであるが、撮像画像を見ながら操作をする際の操作性に関しては言及されていない。
【００１２】
　本発明は上記のような点に鑑みてなされたものであり、所望の撮像方向にわかりやすく
操作できるようにすることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　本発明の撮影制御システムは、光軸まわりに回転する撮像手段の前記光軸の向きを制御
する撮影制御システムであって、前記光軸の向きをパン方向又はチルト方向に駆動する駆
動手段と、前記撮像手段の回転角度に応じた、前記駆動手段により前記光軸の向きが駆動
される方向を前記撮像手段が撮像した撮像画像と共に表示する制御を行う表示制御手段と
を備えたことを特徴とする。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明によれば、所望の撮像方向にわかりやすく操作することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】第１の実施形態に係る撮影制御システムの構成を示すブロック図である。
【図２】パン・チルト駆動機構及びローテーション駆動機構を持つネットワークカメラを
示す図である。
【図３】ネットワークカメラの設置状態を説明するための図である。
【図４】第１の実施形態においてクライアント装置の表示装置に表示されるパン、チルト
、ローテーション設定画面を説明する図である。
【図５】第１の実施形態においてクライアント装置が実行する処理を示すフローチャート
である。
【図６】第１の実施形態においてネットワークカメラが実行する処理を示すフローチャー
トである。
【図７】クライアント装置の表示装置に表示されるパン、チルト、ローテーション設定画
面の他の例を説明する図である。
【図８】第２の実施形態においてクライアント装置の表示装置に表示されるパン、チルト
設定画面を説明する図である。
【図９】第２の実施形態においてクライアント装置が実行する処理を示すフローチャート
である。
【図１０】ローテーション駆動機構を駆動させたときのパン移動方向及びチルト移動方向
について説明するための図である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　以下、添付図面を参照して、本発明の好適な実施形態について説明する。
（第１の実施形態）
　図１は、本発明の第１の実施形態に係る撮影制御システムの構成を示すブロック図であ
る。１１０は撮像装置（ネットワークカメラ）である。１９０はＬＡＮ等のネットワーク
である。１３０は制御手段であるクライアント装置であり、ネットワークカメラ１１０の
設定（操作）、撮像画像の表示、録画を制御する。クライアント装置１３０には、入力装
置１５０、表示装置１７０が接続されている。
【００１７】
　ネットワークカメラ１１０は、クライアント装置１３０との間でネットワーク１９０を
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介して通信を行い、受取ったコマンドに従ってＣＰＵ１１５により制御される。パン制御
部１１２、チルト制御部１１３、ローテーション制御部１１４は、ＣＰＵ１１５の指示に
基づいてパン、チルト、ローテーションの各駆動機構を動作させて撮影部１１１の撮像方
向を制御する。撮影部１１１により撮像された映像信号は、映像処理部１１６により映像
信号処理されてメモリ１１７に一旦記憶される。また、映像処理部１１６により映像信号
処理された撮像画像は、ＣＰＵ１１５の制御の下、通信部１１８からネットワーク１９０
を介してクライアント装置１３０に送信される。
【００１８】
　クライアント装置１３０は、ＣＰＵ１３７の制御の下、ネットワークカメラ１１０から
送信された撮像画像を通信部１３１で受信し、メモリ１３２に一旦記憶した後に映像表示
制御部１３３に送り、表示装置１７０に表示する。更に、パン、チルト、ローテーション
を所望の角度（位置）に制御するためのパン、チルト、ローテーション設定ＵＩ制御部１
３６により表示装置１７０上に操作ボタン等のユーザインターフェースを表示するととも
に、入力装置１５０よりパン、チルト、ローテーション駆動の操作を受け付ける。入力装
置１５０より入力されたパン、チルト、ローテーション駆動の指示はパン、チルト、ロー
テーション設定ＵＩ制御部１３６に入力される。そして、ＣＰＵ１３７の制御の下、通信
部１３１からパン・チルト駆動機構及びローテーション駆動機構を制御するコマンドとし
てネットワークカメラ１１０に送信される。
【００１９】
　図２は、パン・チルト駆動機構及びローテーション駆動機構を持つネットワークカメラ
１１０を示す図である。図２（ａ）はカメラ１１０を側面側から見た図であり、パン駆動
機構はボトムケース２０１とターンテーブル２０２で構成され、パン回転軸２０３を中心
にターンテーブル２０２が回転する構造である。図２（ｂ）はカメラ１１０を正面側から
見た図であり、チルト駆動機構はレンズ支柱２０４とケース２０６で構成され、チルト回
転軸２０５を中心にケース２０６が回転する構造である。ローテーション駆動機構はケー
ス２０６と撮像ユニット２０７で構成され、ローテーション回転軸（光軸）２０８を中心
に撮像ユニット２０７が回転する構造である。
【００２０】
　図３は、ネットワークカメラ１１０の設置状態（正立設置、天井設置、壁掛設置）を説
明するための図である。３０２はネットワークカメラ１１０の正立設置を示し、３０３は
天井設置を示し、３０４は壁掛設置を示す。図３に示すようにネットワークカメラ１１０
を様々な場所に設置しても、パン、チルト、ローテーションの３つの駆動機構によって所
望の撮影アングルに変更し、被写体を正立状態とすることが可能となる。
【００２１】
　正立設置３０２では、撮像画像３０５のように、被写体３０１は正立状態で撮影される
。天井設置３０３では、撮像画像３０６のように、被写体３０１が倒立状態で撮影される
が、映像信号の読み出し順を天地逆に変更することにより容易に正立状態の映像に変換す
ることが可能である。壁掛設置３０４では、撮像画像３０７のように、パン・チルトを所
望の撮像方向に合わせたときに被写体３０１が斜めの状態で撮影される。この斜めの状態
で撮影された被写体３０１をローテーション駆動機構による撮像ユニット２０７の回転に
よって撮像画像３０８のように正立状態の映像に調整することが可能である。このように
様々な設置状態において、特に壁掛設置３０４の際に上述したようにパン・チルトを所望
の撮像方向に合わせたときに、撮像画像が画像３０７のように被写体が斜めの状態で撮影
されてしまうために、これを補正するためにローテーション駆動機構を持っている。
【００２２】
　図４は、クライアント装置１３０の表示装置１７０に表示されるパン、チルト、ローテ
ーション設定（操作）画面を説明する図である。図４（ａ）において、４００はネットワ
ークカメラ１１０から受信した撮像画像が表示されるエリアである。
【００２３】
　エリア４００の傍には、パン・チルト操作部及びローテーション操作部が表示される。
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４１０はパン移動方向及び可動範囲を示す矢印、４１２はパン駆動機構の現在の位置を示
すマーカー、４１４はパンを左側に駆動させるための操作ボタン、４１６はパンを右側に
駆動させるための操作ボタンである。４２０はチルト移動方向及び可動範囲を示す矢印、
４２２はチルト駆動機構の現在の位置を示すマーカー、４２４はチルトを上側に駆動させ
るための操作ボタン、４２６はチルトを下側に駆動させるための操作ボタンである。４３
０はローテーション移動方向及び可動範囲を示す矢印、４３２はローテーション駆動機構
の現在の位置を示すマーカー、４３４はローテーションを右回転に駆動させるための操作
ボタン、４３６はローテーションを左回転に駆動させるための操作ボタンである。
【００２４】
　図４（ａ）は、パン、チルト、ローテーションの各駆動機構がそれぞれ原点にいるとき
の設定画面を示す。例えば操作ボタン４１４を操作すると、パンを左側に駆動させるよう
にネットワークカメラ１１０にコマンドが送出され、ネットワークカメラ１１０ではコマ
ンドに合わせてパン駆動機構が駆動し、左側に移動する。このパン駆動機構の移動に合わ
せてパン駆動機構の現在の位置を示すマーカー４１２が左側に移動して表示されるととも
に、左側に移動して撮像された画像が撮像画像エリア４００に表示される。同様に、パン
の右側駆動操作、チルトの上側、下側駆動操作、ローテーションの右回転、左回転駆動操
作を行うと、操作に合わせたコマンドがネットワークカメラ１１０に送出され、ネットワ
ークカメラ１１０ではコマンドに合わせて各駆動機構が駆動する。ネットワークカメラ１
１０の各駆動機構が駆動すると、各駆動機構の駆動に合わせて、現在の位置を示すマーカ
ーが移動して表示されるとともに、移動して撮像された撮像画像が撮像画像エリア４００
に表示される。
【００２５】
　図４（ｂ）は、パン・チルト駆動機構、及び、ローテーション駆動機構が駆動したとき
の設定画面の例を示す。図４（ａ）において、ローテーションを左回転方向に駆動させる
と、その駆動に合わせて撮像画像が左に回転する。この状態では、パン駆動、及び、チル
ト駆動を行ったときに撮像画像が移動する方向も左に回転する。すなわち、図４（ｂ）に
示すように、パン移動方向及びチルト移動方向はそれぞれ矢印４１０、４２０の方向に変
化する。そこで、パン、チルト、ローテーション設定画面上で、ローテーション駆動機構
の駆動に応じて、パン移動方向を示す矢印４１０、チルト移動方向を示す矢印４２０を図
４（ｂ）のように回転させて表示する。矢印４１０、４２０の回転に伴い、パン・チルト
駆動機構の現在の位置を示すマーカー４１２、４２２、パンを駆動させるための操作ボタ
ン４１４、４１６、チルトを駆動させるための操作ボタン４２４、４２６も図４（ｂ）の
ように表示する。
【００２６】
　また、パンを例えば右側に駆動させると、パン駆動機構の回転により、ローテーション
駆動の回転角度領域が一緒に回転する。そこで、パン、チルト、ローテーション設定画面
上で、パン駆動機構の駆動に応じて、ローテーション移動方向及び可動範囲を示す矢印４
３０を図４（ｂ）のように回転させて表示する。矢印４３０の回転に伴い、ローテーショ
ン駆動機構の現在の位置を示すマーカー４３２、ローテーションを駆動させるための操作
ボタン４３４、４３６も図４（ｂ）のように表示する。
【００２７】
　図５は、クライアント装置１３０が実行する処理を示すフローチャートである。図５に
おいて、パン、チルト、ローテーションの各駆動機構の設定（操作）を行うＰＴＲ設定モ
ードに入る（ステップＳ１００）。ＰＴＲ設定では、図４に示したようなパン、チルト、
ローテーション設定画面を表示し、ネットワークカメラ１１０に対するコマンド指示を行
う。
【００２８】
　次に、現在のローテーション角度に合わせてパン・チルト移動方向（矢印４１０、４２
０）、パン・チルト位置（マーカー４１２、４２２）、操作ボタン（操作ボタン４１４、
４１６、４２４、４２６）の表示を行う（ステップＳ１１０）。次に、ローテーション移
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動方向及び可動範囲（矢印４３０）、ローテーション位置（マーカー４３２）、操作ボタ
ン（４３４、４３６）の表示を行う（ステップＳ１２０）。
【００２９】
　次に、ローテーション操作があるか否かのチェックを行う（ステップＳ１３０）。ステ
ップＳ１３０においてローテーション操作が行われた場合、ローテーション操作に合わせ
てネットワークカメラ１１０に駆動コマンドを送出した後（ステップＳ１４０）、ステッ
プＳ１１０に戻る。すなわち、駆動したローテーション角度に合わせて、パン・チルト移
動方向、パン・チルト位置、操作ボタンの表示を行い（ステップＳ１１０）、ローテーシ
ョン移動方向、ローテーション位置、操作ボタンの表示を行って（ステップＳ１２０）、
ユーザの操作待ちとなる（ステップＳ１３０）。
【００３０】
　また、ステップＳ１３０においてローテーション操作が行われなかった場合、パン・チ
ルト操作があるか否かのチェックを行う（ステップＳ１５０）。ステップＳ１５０におい
てパン・チルト操作が行われなかった場合、ステップＳ１３０に戻り、ユーザの操作待ち
となる。
【００３１】
　ステップＳ１５０においてパン・チルト操作が行われた場合、パン・チルト操作に合わ
せてネットワークカメラ１１０に駆動コマンドを送出する（ステップＳ１６０）。そして
、パン・チルト操作に合わせてパン・チルト位置の表示を行う（ステップＳ１７０）。次
に、パン角度に合わせて、ローテーション移動方向及び可動範囲、ローテーション位置、
操作ボタンの表示を行って（ステップＳ１８０）、ユーザの操作待ちとなる（ステップＳ
１３０）。
【００３２】
　図６は、ネットワークカメラ１１０が実行する処理を示すフローチャートである。図６
において、ネットワークカメラ１１０は初期化を行う（ステップＳ２００）。この初期化
には、パン、チルト、ローテーションの各駆動機構の初期化を含み、パン、チルト、ロー
テーションの各駆動機構の原点だし、及び、現在の位置を検出する。次に、パン、チルト
、ローテーションの各駆動機構の現在の位置の情報をクライアント装置１３０に送信する
（ステップＳ２１０）。
【００３３】
　次に、撮像画像をクライアント装置１３０に送信開始する（ステップＳ２２０）。この
状態で、ネットワークカメラ１１０はクライアント装置１３０からのコマンド受信待ちと
なる（ステップＳ２３０）。クライアント装置１３０からコマンドが受信されると、コマ
ンドに合わせてパン、チルト、ローテーションの駆動を行う（ステップＳ１４０）。パン
、チルト、ローテーションの駆動を行った後、現在の位置をステータスとして送信する（
ステップＳ２５０）。その後、ステップＳ２３０に戻り、コマンド受信待ちとなる。
【００３４】
　以上述べたように、ローテーション回転によりパン移動方向及びチルト移動方向が変化
することから、この移動方向を明示するようにした。これにより、ユーザがパン、チルト
操作を行う際に、どちらの方向に撮像画像が移動するかが直感的に理解することが可能と
なる。したがって、より簡単に、スピーディに所望の方向に設定することが可能になる。
更に、パン、チルトの移動を指示するための操作系をパン、チルトの移動方向に合わせて
表示することにより、ユーザの操作と撮像画面の移動がより密接につながり、わかりやす
い設定画面となった。また、パン角度に応じてローテンションの移動可能な回転角度領域
を表示することにより、パン駆動機構の駆動により撮像画像が移動する中で、ローテーシ
ョンの回転角度領域をユーザが理解することができる。これにより、左右いずれかの方向
に回転させてローテーション角度を調整すればよいかを理解することが可能となり、より
簡単にローテーション角度を調整可能とした。
【００３５】
　パン、チルト、ローテーションの移動方向、及び、操作ボタンの表示方法は、図４に示
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した形態に限るものではない。例えば、図７（ａ）の例では、撮像画像が表示されるエリ
ア４００においてパン操作方向を示す矢印５１０及びチルト操作方向を示す矢印５２０を
撮像画像に重畳させて表示するものである。
【００３６】
　また、図７（ｂ）の例では、撮像画像が表示されるエリア４００の傍に、パン移動方向
及び可動範囲を示すバー５６０、並びに、チルト移動方向及び可動範囲を示すバー５７０
が配置、表示される例である。これらバー５６０、５７０の中にそれぞれの現在の位置を
示すマーカー５６２、５７２が表示される。また、バー５６０、５７０のそれぞれ両端に
操作ボタンが配置される。なお、バー５６０、５７０の両端ではなく、バーの内側の任意
の位置を指定して指示することも可能である。
【００３７】
（第２の実施形態）
　第２の実施形態では、ネットワークカメラが少なくともパン、チルトの各駆動機構を持
つ場合を説明する。なお、カメラ撮影制御システムの構成は図１に示したものと同様であ
り、ここではその説明を省略する。
【００３８】
　パン、チルトの各駆動機構を持つネットワークカメラでは、図２に示したように、チル
ト回転軸２０５を中心としてケース２０６が回転する。また、パン回転軸２０３を中心と
してターンテーブル２０２が回転する。チルト角度が０度（水平）のときにパン回転を行
うと、撮像画像は水平方向に移動する。また、チルト角度が９０度（垂直上向き）のとき
にパン回転を行うと、撮像画像は画像のセンターを中心にして回転する。すなわち、ロー
テーションによる光軸回転と同様の動きとなる。チルト角度がこれらの間の角度、すなわ
ち０～９０度の間の場合には、パン回転を行うと光軸がチルト角度に応じた円錐の側面を
回るために、撮像画像の動きは円弧状の動きとなる。
【００３９】
　図８は、クライアント装置１３０の表示装置１７０に表示されるパン、チルト設定（操
作）画面を説明する図であり、チルト角度に応じてパン移動方向を示すようになっている
。上述したように、パン駆動機構が駆動したときの撮像画像の動き（移動方向）は、チル
ト角度に依存する。そこで、本実施形態では、パン移動方向を表示する際に、このチルト
角度によってパン移動方向を表示するようにしたものである。
【００４０】
　図８（ａ）は、チルト角度が０度のときの設定画面の図であり、８００はパン移動方向
及び可動範囲を示す矢印、８０２はパン駆動機構の現在の位置を示すマーカー、８０４は
パンを左側に駆動させるための操作ボタン、８０６はパンを右側に駆動させるための操作
ボタンである。チルト角度が０度のときには、パン回転は水平方向に移動することから、
パン移動方向を示す矢印８００は直線状に表示される。操作ボタン８０４、８０６は直線
状に表示したパン移動方向を示す矢印８００の両端に配置される。
【００４１】
　図８（ｄ）は、チルト角度が９０度のときの設定画面の図であり、パン回転は光軸を中
心に円状に移動することから、パン移動方向を示す矢印８００は略円状の円弧状に表示さ
れる。
【００４２】
　図８（ｂ）、（ｃ）は、チルト角度が０度と９０度との間のとき（例えば３０度と６０
度のとき）の設定画面の図である。チルト角度が３０度、６０度のときには、パン回転時
の移動方向は円弧状となることから、パン移動方向を示す矢印８００は円弧状に表示され
る。また、チルト駆動機構の可動範囲が０～９０度を超えて、マイナス側に駆動可能な構
造である場合、パン回転時の移動方向は図８（ｂ）～（ｄ）とは逆の円弧状となることか
ら、パン移動方向を示す矢印８００は図８（ｅ）のように表示される。
【００４３】
　図９は、クライアント装置１３０が実行する処理を示すフローチャートである。図９に
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おいて、パン、チルト、ローテーションの各駆動機構の設定（操作）を行うＰＴＲ設定モ
ードに入る（ステップＳ３００）。ＰＴＲ設定では、パン、チルト、ローテーション設定
画面を表示し、ネットワークカメラ１１０に対するコマンド指示を行う。
【００４４】
　次に、現在のチルト角度に合わせてパン移動方向（直線状または円弧状の矢印８００）
、パン位置（マーカー８０２）、操作ボタン（８０４、８０６）の表示を行う（ステップ
Ｓ３１０）。
【００４５】
　次に、チルト操作があるか否かのチェックを行う（ステップＳ３２０）。ステップＳ３
２０においてチルト操作が行われた場合、チルト操作に合わせてネットワークカメラ１１
０に駆動コマンドを送出する（ステップＳ３３０）。その後、ステップＳ３１０に戻り、
チルト角度に合わせてパン移動方向、パン位置、操作ボタンの表示を行う。
【００４６】
　以上説明したように、チルト角度によってパン移動方向を直線状、円弧状に表示するの
で、ユーザがよりわかりやすく、より実感的に操作をすることが可能となった。
【００４７】
　本実施形態では、パン・チルト設定画面上で、チルト角度に応じて、実際の撮像画像の
移動に合わせてパン移動方向を直線状又は円弧状に明示するようにしたものである。更に
、ローテーションと組み合わせて、第１の実施形態で説明を行ったローテーション角度に
応じてパン移動方向を変化させるものと組み合わせて、ユーザに表示を行うことも可能で
ある。これにより、ユーザがよりわかりやすく、より実感的に操作をすることが可能とな
る。
【００４８】
　以上、本発明の好ましい実施形態について説明したが、本発明はこれらの実施形態に限
定されず、本発明のパン、チルト、ローテーションの移動方向の表示形態、更には現在の
位置の表示形態、操作系の表示形態、移動可能範囲の表示形態等は上記説明した方法に限
るものではないことはいうまでもないことである。
【００４９】
（その他の実施形態）
　また、本発明は、以下の処理を実行することによっても実現される。すなわち、上述し
た実施形態の機能を実現するソフトウェア（プログラム）を、ネットワーク又は各種記憶
媒体を介してシステム或いは装置に供給し、そのシステム或いは装置のコンピュータ（又
はＣＰＵやＭＰＵ等）がプログラムを読み出して実行する処理である。
【符号の説明】
【００５０】
１１０：ネットワークカメラ、１１１撮影部、１１２：パン制御部、１１３：チルト制御
部、１１４：ローテーション制御部、１１５：ＣＰＵ、１１６：映像処理部、１１７：メ
モリ、１１８：通信部、１３０：クライアント装置、１３１：通信部、１３２：メモリ、
１３３：映像表示制御部、１３６：パン、チルト、ローテーション設定ＵＩ制御部、１３
７：ＣＰＵ、１９０：ネットワーク、１５０：入力装置、１７０：表示装置
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