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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被写体を撮像する撮像装置において、
　前記被写体の取り込み倍率と取り込み角度とを可変できる、前記被写体を撮像する撮像
手段と、
　前記撮像手段による撮像結果が表示される所定表示領域の中から、所定エリアが指定さ
れた場合、前記所定エリア内の画像を前記所定表示領域に拡大表示させ、前記所定エリア
と前記所定表示領域の中心がほぼ一致するように、前記撮像手段の前記取り込み倍率と前
記取り込み角度とを変更するエリアズーム制御を行う制御手段と
　を備え、
　前記エリアズーム制御における変更後の前記取り込み倍率は、変更前の前記取り込み倍
率に対して、それに対する相対的なズーム倍率が乗算された結果得られる倍率であり、
　前記制御手段は、
　　前記所定エリアに対する前記所定表示領域の寸法比が、制限倍率より大きいとき、前
記制限倍率を前記ズーム倍率として採用し、
　　前記所定エリアに対する前記所定表示領域の寸法比が、制限倍率より小さいとき、前
記寸法比を前記ズーム倍率として採用し、
　　前記制限倍率は、前記エリアズーム制御が行われる前後の前記所定エリアの中心のず
れに基づいて設定されている
　撮像装置。



(2) JP 5062478 B2 2012.10.31

10

20

30

40

50

【請求項２】
　前記制御手段は、前記所定表示領域における前記所定エリアの設定位置に応じて前記制
限倍率を可変する
　請求項１に記載の撮像装置。
【請求項３】
　前記制御手段は、前記制限倍率を前記ズーム倍率として採用してエリアズーム制御を行
った後、さらに前記撮像手段の前記取り込み倍率を変更して拡大表示のエリアズーム制御
を行う
　請求項１又は２に記載の撮像装置。
【請求項４】
　前記制御手段は、
　前記所定表示領域の中から第１のエリアを指定された場合、当該第１のエリアが前記所
定表示領域と相似の関係であるとき、当該第１のエリアを前記所定エリアとする
　請求項１乃至３のいずれかに記載の撮像装置。
【請求項５】
　前記制御手段は、
　前記所定表示領域の中から第２のエリアを指定された場合、当該第２のエリアが前記所
定表示領域と相似の関係でないとき、
当該第２のエリアを含み、かつ、前記所定領域と相似なエリアを前記所定エリアとする
　請求項１乃至４のいずれかに記載の撮像装置。
【請求項６】
　被写体を撮像する撮像装置の撮像方法において、
　前記被写体の取り込み倍率と取り込み角度とを可変できる、前記被写体を撮像する撮像
手段を備える撮像装置が実行するステップとして、
　前記撮像手段による撮像結果が表示される所定表示領域の中から、所定エリアが指定さ
れた場合、前記所定エリア内の画像を前記所定表示領域に拡大表示させ、前記所定エリア
と前記所定表示領域の中心がほぼ一致するように、前記撮像手段の前記取り込み倍率と前
記取り込み角度とを変更するエリアズーム制御を行う制御ステップを含み、
　前記エリアズーム制御における変更後の前記取り込み倍率は、変更前の前記取り込み倍
率に対して、それに対する相対的なズーム倍率が乗算された結果得られる倍率であり、
　前記制御ステップは、前記所定エリアに対する前記所定表示領域の寸法比が、制限倍率
より大きいとき、前記制限倍率を前記ズーム倍率として採用し、前記所定エリアに対する
前記所定表示領域の寸法比が、制限倍率より小さいとき、前記寸法比を前記ズーム倍率と
して採用し、
　　前記制限倍率を、前記エリアズーム制御が行われる前後の前記所定エリアの中心のず
れに基づいて設定するステップを含む
　撮像方法。
【請求項７】
　被写体の取り込み倍率と取り込み角度とを可変できる、前記被写体を撮像する撮像装置
を制御する情報処理装置において、
　前記撮像装置による撮像結果が表示される所定表示領域の中から、所定エリアが指定さ
れた場合、前記所定エリア内の画像を前記所定表示領域に拡大表示させ、前記所定エリア
と前記所定表示領域の中心がほぼ一致するように、前記撮像装置の前記取り込み倍率と前
記取り込み角度とを変更するエリアズーム制御を行う制御手段を備え、
　前記エリアズーム制御における変更後の前記取り込み倍率は、変更前の前記取り込み倍
率に対して、それに対する相対的なズーム倍率が乗算された結果得られる倍率であり、
　前記制御手段は、
　　前記所定表示領域に対する前記所定エリアの占有率に基づいて前記ズーム倍率を演算
し、
前記所定エリアに対する前記所定表示領域の寸法比が、制限倍率より大きいとき、前記制
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限倍率を前記ズーム倍率として採用し、
　　前記所定エリアに対する前記所定表示領域の寸法比が、制限倍率より小さいとき、前
記寸法比を前記ズーム倍率として採用し、
　　前記制限倍率は、前記エリアズーム制御が行われる前後の前記所定エリアの中心のず
れに基づいて設定されている
　情報処理装置。
【請求項８】
　前記制御手段は、前記所定表示領域における前記所定エリアの設定位置に応じて前記制
限倍率を可変する
　請求項７に記載の情報処理装置。
【請求項９】
　前記制御手段は、前記制限倍率を前記ズーム倍率として採用してエリアズーム制御を行
った後、さらに前記撮像手段の前記取り込み倍率を変更して拡大表示のエリアズーム制御
を行う
　請求項７又は８に記載の情報処理装置。
【請求項１０】
　前記制御手段は、
　前記所定表示領域の中から第１のエリアを指定された場合、当該第１のエリアが前記所
定表示領域と相似の関係であるとき、当該第１のエリアを前記所定エリアとする
　請求項７乃至９のいずれかに記載の情報処理装置。
【請求項１１】
　前記制御手段は、
　前記所定表示領域の中から第２のエリアを指定された場合、当該第２のエリアが前記所
定表示領域と相似の関係でないとき、
当該第２のエリアを含み、かつ、前記所定領域と相似なエリアを前記所定エリアとする
　請求項７乃至１０のいずれかに記載の情報処理装置。
【請求項１２】
　被写体の取り込み倍率と取り込み角度とを可変できる、前記被写体を撮像する撮像装置
を制御する情報処理装置が実行するステップとして、
　前記撮像装置による撮像結果が表示される所定表示領域の中から、所定エリアが指定さ
れた場合、前記所定エリア内の画像を前記所定表示領域に拡大表示させ、前記所定エリア
と前記所定表示領域の中心がほぼ一致するように、前記撮像装置の前記取り込み倍率と前
記取り込み角度とを変更するエリアズーム制御を行う制御ステップを含み、
　前記エリアズーム制御における変更後の前記取り込み倍率は、変更前の前記取り込み倍
率に対して、それに対する相対的なズーム倍率が乗算された結果得られる倍率であり、前
記制御ステップは、前記所定エリアに対する前記所定表示領域の寸法比が、制限倍率より
大きいとき、前記制限倍率を前記ズーム倍率として採用し、前記所定エリアに対する前記
所定表示領域の寸法比が、制限倍率より小さいとき、前記寸法比を前記ズーム倍率として
採用し、
　前記制限倍率を、前記エリアズーム制御が行われる前後の前記所定エリアの中心のずれ
に基づいて設定するステップを含む
　情報処理方法。
【請求項１３】
　被写体の取り込み倍率と取り込み角度とを可変できる、前記被写体を撮像する撮像装置
を制御するコンピュータに、
　前記撮像装置による撮像結果が表示される所定表示領域の中から、所定エリアが指定さ
れた場合、前記所定エリア内の画像を前記所定表示領域に拡大表示させ、前記所定エリア
と前記所定表示領域の中心がほぼ一致するように、前記撮像装置の前記取り込み倍率と前
記取り込み角度とを変更するエリアズーム制御を行う制御ステップを実行させ、
　前記エリアズーム制御における変更後の前記取り込み倍率は、変更前の前記取り込み倍
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率に対して、それに対する相対的なズーム倍率が乗算された結果得られる倍率であり、
　前記コンピュータに、前記制御ステップの少なくとも一部として、前記所定エリアに対
する前記所定表示領域の寸法比が、制限倍率より大きいとき、前記制限倍率を前記ズーム
倍率として採用し、前記所定エリアに対する前記所定表示領域の寸法比が、制限倍率より
小さいとき、前記寸法比を前記ズーム倍率として採用し、
　　前記制限倍率を、前記エリアズーム制御が行われる前後の前記所定エリアの中心のず
れに基づいて設定するステップを実行させる
　プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、撮像装置および方法、情報処理装置および方法、並びにプログラムに関し、
特に、エリアズームした後も、目的の被写体をモニタ内に表示させることができるように
なった撮像装置および方法、情報処理装置および方法、並びにプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　いわゆるネットワークカメラは、ネットワークを介して遠隔の映像を取り込み、その映
像をモニタに表示させることができる。また、ネットワークカメラは、モニタに表示され
た遠隔の映像の中から、ユーザが任意の部分を矩形で囲む指定操作をすることで、その囲
まれた部分の遠隔の映像をズームアップしてモニタに映し出す機能、即ち、いわゆるエリ
アズーム機能を有している（例えば、特許文献１参照。）。
【０００３】
【特許文献１】特開２００４－２７１８０２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、従来のネットワークカメラでは、エリアズームした結果、目的の被写体
がモニタの表示領域から外れてしまって表示されなくなる場合がある、という問題が生じ
ていた。
【０００５】
　本発明は、このような状況に鑑みてなされたものであり、エリアズームした後も、目的
の被写体をモニタ内に表示させることができるようにするものである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の一側面の撮像装置は、被写体を撮像する撮像装置において、前記被写体の取り
込み倍率と取り込み角度とを可変できる、前記被写体を撮像する撮像手段と、前記撮像手
段による撮像結果が表示される所定表示領域の中から、所定エリアが指定された場合、前
記所定エリア内の画像を前記所定表示領域に拡大表示させ、前記所定エリアと前記所定表
示領域の中心がほぼ一致するように、前記撮像手段の前記取り込み倍率と前記取り込み角
度とを変更するエリアズーム制御を行う制御手段とを備え、前記エリアズーム制御におけ
る変更後の前記取り込み倍率は、変更前の前記取り込み倍率に対して、それに対する相対
的なズーム倍率が乗算された結果得られる倍率であり、前記制御手段は、前記所定エリア
に対する前記所定表示領域の寸法比が、制限倍率より大きいとき、前記制限倍率を前記ズ
ーム倍率として採用し、前記所定エリアに対する前記所定表示領域の寸法比が、制限倍率
より小さいとき、前記寸法比を前記ズーム倍率として採用し、前記制限倍率は、前記エリ
アズーム制御が行われる前後の前記所定エリアの中心のずれに基づいて設定されている。
【０００７】
　本発明の撮像方法は、上述した本発明の一側面の撮像装置に対応する方法である。
【０００８】
　本発明の一側面の撮像装置および方法においては、被写体の取り込み倍率と取り込み角
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度とを可変できる、前記被写体を撮像する撮像手段を備える撮像装置によって、前記撮像
手段による撮像結果が表示される所定表示領域の中から、所定エリアが指定された場合、
前記所定エリア内の画像を前記所定表示領域に拡大表示させ、前記所定エリアと前記所定
表示領域の中心がほぼ一致するように、前記撮像手段の前記取り込み倍率と前記取り込み
角度とを変更するエリアズーム制御が行われる。このエリアズーム制御において、前記エ
リアズーム制御における変更後の前記取り込み倍率は、変更前の前記取り込み倍率に対し
て、それに対する相対的なズーム倍率が乗算された結果得られる倍率であり、前記所定エ
リアに対する前記所定表示領域の寸法比が、制限倍率より大きいとき、前記制限倍率が前
記ズーム倍率として採用され、前記所定エリアに対する前記所定表示領域の寸法比が、制
限倍率より小さいとき、前記寸法比が前記ズーム倍率として採用され、前記制限倍率は、
前記エリアズーム制御が行われる前後の前記所定エリアの中心のずれに基づいて設定され
ている。
【０００９】
　本発明の一側面の情報処理装置は、被写体の取り込み倍率と取り込み角度とを可変でき
る、前記被写体を撮像する撮像装置を制御する情報処理装置において、前記撮像装置によ
る撮像結果が表示される所定表示領域の中から、所定エリアが指定された場合、前記所定
エリア内の画像を前記所定表示領域に拡大表示させ、前記所定エリアと前記所定表示領域
の中心がほぼ一致するように、前記撮像装置の前記取り込み倍率と前記取り込み角度とを
変更するエリアズーム制御を行う制御手段を備え、前記エリアズーム制御における変更後
の前記取り込み倍率は、変更前の前記取り込み倍率に対して、それに対する相対的なズー
ム倍率が乗算された結果得られる倍率であり、前記制御手段は、前記所定表示領域に対す
る前記所定エリアの占有率に基づいて前記ズーム倍率を演算し、前記所定エリアに対する
前記所定表示領域の寸法比が、制限倍率より大きいとき、前記制限倍率を前記ズーム倍率
として採用し、前記所定エリアに対する前記所定表示領域の寸法比が、制限倍率より小さ
いとき、前記寸法比を前記ズーム倍率として採用し、前記制限倍率は、前記エリアズーム
制御が行われる前後の前記所定エリアの中心のずれに基づいて設定されている。
【００１０】
　本発明の一側面の情報処理方法およびプログラムは、上述した本発明の一側面の情報処
理装置に対応する方法およびプログラムである。
【００１１】
　本発明の一側面の情報処理装置および方法並びにプログラムにおいては、被写体の取り
込み倍率と取り込み角度とを可変できる、前記被写体を撮像する撮像装置に対する制御と
して、前記撮像装置による撮像結果が表示される所定表示領域の中から、所定エリアが指
定された場合、前記所定エリア内の画像を前記所定表示領域に拡大表示させ、前記所定エ
リアと前記所定表示領域の中心がほぼ一致するように、前記撮像装置の前記取り込み倍率
と前記取り込み角度とを変更するエリアズーム制御が行われる。このエリアズーム制御に
おいて、前記エリアズーム制御における変更後の前記取り込み倍率は、変更前の前記取り
込み倍率に対して、それに対する相対的なズーム倍率が乗算された結果得られる倍率であ
り、前記所定エリアに対する前記所定表示領域の寸法比が、制限倍率より大きいとき、前
記制限倍率が前記ズーム倍率として採用され、前記所定エリアに対する前記所定表示領域
の寸法比が、制限倍率より小さいとき、前記寸法比が前記ズーム倍率として採用し、前記
制限倍率は、前記エリアズーム制御が行われる前後の前記所定エリアの中心のずれに基づ
いて設定されている。
【発明の効果】
【００１２】
　以上のごとく、本発明によれば、エリアズーム制御が実現できる。特に、エリアズーム
した後も、目的の被写体がモニタ内に表示できるようになる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　以下、図面を参照して、本発明の実施の形態について説明する。
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【００１４】
　図１は、本発明が適用される情報処理システムの構成例を示している。
【００１５】
　図１の例の情報処理システムにおいて、撮像装置１１と遠隔装置１２とは、ネットワー
ク１３を介して相互に接続している。
【００１６】
　撮像装置１１は、遠隔装置１２によってネットワーク１３を介して遠隔操作される装置
、即ち、いわゆるネットワークカメラとして構成される。
【００１７】
　なお、撮像装置１１の構成例については図２を参照して、遠隔装置１２の構成例につい
ては図３を参照して、その順番でそれぞれ個別に説明する。また、ネットワーク１３は、
特に限定されないが、例えば本実施の形態ではイーサネット（登録商標）であるとする。
【００１８】
　図２は、撮像装置１１の構成例を示している。
【００１９】
　撮像装置１１は、カメラ本体部２１、雲台２２、パンモータ２３、チルトモータ２４、
モータドライバ２５，２６、不揮発性メモリ２７、ＣＰＵ（Central Processing Unit）
２８、およびネットワークポート２９を含むように構成されている。
【００２０】
　カメラ本体部２１は、撮像素子３１、信号処理部３２、およびズームレンズ３３を含む
ように構成されている。
【００２１】
　撮像素子３１は、例えばＣＣＤ（Charge Coupled Devices）やＣＭＯＳ（Complementar
y Metal Oxide Semiconductor）等を用いたイメージセンサとして構成されている。撮像
素子３１は、被写体を所定の読み取り領域の範囲内で撮像し、その撮像結果を電気信号で
ある画像信号として信号処理部３２に提供する。
【００２２】
　信号処理部３２は、ＣＰＵ２８の制御に基づいて、各種信号処理を実行する。例えば、
信号処理部３２は、撮像素子３１から提供されてくる画像信号を、A/D変換処理や画像処
理等を適宜施した上で、ＣＰＵ２８に提供する。また、信号処理部３２は、ＣＰＵ２８か
らの指示によって、ズームレンズ３３の取り込み倍率を調整する制御処理を実行する。
【００２３】
　ズームレンズ３３は、カメラ本体部２１に取り付けられた光学手段であり、信号処理部
３２からの指示によって所定の取り込み倍率に調整される。このズームレンズ３３の取り
込み倍率は、広角端（ワイド端）から望遠端（テレ端）まで連続的に調整できるようにな
されている。
【００２４】
　雲台２２は、カメラ本体部２１による映像を取り込む方向を調整すべく、カメラ本体部
２１を回転させる回転基台である。このため、雲台２２には、カメラ本体部２１の水平方
向の角度を調整するパンモータ２３と、その垂直方向の角度を調整するチルトモータ２４
とが搭載されている。なお、以下、カメラ本体部２１の水平方向や垂直方向の角度をまと
めて、取り込み角度と称する。パンモータ２３とチルトモータ２４とは、各々モータドラ
イバ２５，２６のそれぞれによって制御される。即ち、モータドライバ２５，２６は、Ｃ
ＰＵ２８から指示された取り込み角度とするように、パンモータ２３またはチルトモータ
２４の回転角度を制御する。
【００２５】
　不揮発性メモリ２７には、ＣＰＵ２８が実行するプログラムやデータなどが適宜記憶さ
れる。例えば、ＣＰＵ２８による各種制御処理で使用される種々のパラメータが不揮発性
メモリ２７に記憶される。より具体的には例えば本実施形態では、撮像素子３１の撮影範
囲（読み取り領域）の中心とズームレンズ３３の光軸とのずれを示すデータが不揮発性メ
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モリ２７に記憶されている。このデータは、ＣＰＵ２８によってこのずれを相殺するため
の演算に利用される。なお、かかる演算の詳細については後述する。
【００２６】
　ＣＰＵ２８は、不揮発性メモリ２７に記憶されているプログラムに従って、または遠隔
装置１２によるネットワーク１３を介在する遠隔操作の指示に従って、各種の制御処理を
実行する。
【００２７】
　例えば、ＣＰＵ２８は、パンモータ２３またはチルトモータ２４用のモータドライバ２
５または２６の制御を行ったり、カメラ本体部２１から提供された画像信号に対する圧縮
符号化処理等の各種処理を行う。また、ＣＰＵ２８は、圧縮符号化処理等が施された画像
信号を、ネットワークポート２９に接続されたネットワーク１３を介して、遠隔装置１２
に送信する制御を行う。
【００２８】
　ネットワークポート２９は、ＬＡＮ（Local Area Network）等のネットワーク１３に接
続される。これにより、撮像装置１１は、ネットワーク１３を介して遠隔装置１２と接続
し、ネットワークカメラとして機能するようになる。
【００２９】
　図３は、遠隔装置１２の構成例を示している。
【００３０】
　図３において、ＣＰＵ１０１は、ＲＯＭ１０２、または記憶部１０８に記憶されている
プログラムに従って各種の処理を実行する。ＲＡＭ１０３には、ＣＰＵ１０１が実行する
プログラムやデータなどが適宜記憶される。これらのＣＰＵ１０１、ＲＯＭ１０２、およ
びＲＡＭ１０３は、バス１０４により相互に接続されている。
【００３１】
　ＣＰＵ１０１にはまた、バス１０４を介して入出力インタフェース１０５が接続されて
いる。入出力インタフェース１０５には、キーボード、マウス１２１、マイクロフォンな
どよりなる入力部１０６、モニタ１２２、スピーカなどよりなる出力部１０７が接続され
ている。ＣＰＵ１０１は、入力部１０６から入力される指令に対応して各種の処理を実行
する。そして、CPU１０１は、処理の結果を出力部１０７に出力する。
【００３２】
　入出力インタフェース１０５に接続されている記憶部１０８は、例えばハードディスク
からなり、ＣＰＵ１０１が実行するプログラムや各種のデータを記憶する。
【００３３】
　通信部１０９は、インターネットやローカルエリアネットワークなどのネットワークを
介して、例えば本実施の形態ではネットワーク１３を介して、外部の装置、例えば本実施
の形態では撮像装置１１と通信する。また、通信部１０９は、ネットワークを介してプロ
グラムを取得し、記憶部１０８に記憶させるようにしてもよい。
【００３４】
　入出力インタフェース１０５に接続されているドライブ１１０は、磁気ディスク、光デ
ィスク、光磁気ディスク、或いは半導体メモリなどのリムーバブルメディア１１１が装着
されたとき、それらを駆動し、そこに記録されているプログラムやデータなどを取得する
。取得されたプログラムやデータは、必要に応じて記憶部１０８に転送され、記憶される
。
【００３５】
　ここで、遠隔装置１２の動作の一例について説明する。
【００３６】
　ＣＰＵ１０１は、プログラムのひとつである所定のブラウザソフトウエアを起動させ、
モニタ１２２上に表示させる制御を行い、その後、撮像装置１１で取り込んだ映像をブラ
ウザソフトウエアの表示領域に映し出す制御を行う。即ち、撮像装置１１は、カメラ本体
部２１で取り込んだ映像を、遠隔装置１２側のブラウザソフトウエアで表示可能なデータ
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形式に変換し、ネットワーク１３を介して、遠隔装置１２に送信する。遠隔装置１２は、
このデータ形式の画像データをネットワーク１３経由で受信する。そして、遠隔装置１２
のＣＰＵ１０１が、ブラウザソフトウエアで解釈して、モニタ１２２上に表示する。
【００３７】
　また、ブラウザソフトウエアには、撮像装置１１を制御するためのコマンドを受け付け
る制御領域（例えば、ブラウザソフトウエアで表示する矢印等のソフトウエアボタン）が
設けられており、ユーザがマウス１２１等のインプットデバイスによって制御領域を操作
することで、所望のカメラ角度や倍率での映像の取り込みが可能になる。なお、ここでい
うカメラ角度とは、撮像装置１１側でいう取り込み角度に対応し、ここでいう倍率とは、
撮像装置１１側でいうズームレンズ３３の取り込み倍率に対応する。
【００３８】
　なお、マウス１２１以外のインプットデバイスとして、モニタ１２２に設けられたタッ
チパネルやペンタブレットなど、他のデバイスを採用することも可能である。
【００３９】
　例えば、ユーザが、マウス１２１等の操作によってブラウザソフトウエアの制御領域の
ソフトウエアボタンを選択し、左右のパン動作を指示したとする。この場合、ＣＰＵ１０
１は、この指示を、通信部１０９とネットワーク１３とを介して、撮像装置１１に送信す
る。すると、撮像装置１１は、この指示をネットワークポート２９を介して受信して解釈
して、パンモータ２３の回転角度等の指示に変換して、モータドライバ２５に通知する。
これにより、パンモータ２３が所定角度だけ回転し、その結果、カメラ本体部２１のパン
動作が実現される。
【００４０】
　また例えば、ユーザが、マウス１２１等の操作によってブラウザソフトウエアの制御領
域のソフトウエアボタンを選択し、上下のチルト動作を指示したとする。この場合、ＣＰ
Ｕ１０１は、この指示を、通信部１０９とネットワーク１３とを介して、撮像装置１１に
送信する。すると、撮像装置１１は、この指示をネットワークポート２９を介して受信し
て解釈して、チルトモータ２４の回転角度等の指示に変換して、モータドライバ２６に通
知する。これにより、チルトモータ２４が所定角度だけ回転し、その結果、カメラ本体部
２１のチルト動作が実現される。
【００４１】
　また例えば、ユーザが、マウス１２１等の操作によってブラウザソフトウエアの制御領
域のソフトウエアボタンを選択し、ズーム動作を指示したとする。この場合、ＣＰＵ１０
１は、この指示を、通信部１０９とネットワーク１３とを介して、撮像装置１１に送信す
る。すると、撮像装置１１は、この指示をネットワークポート２９を介して受信して解釈
して、ズームレンズ３３のズームモータ（図示せず）を駆動する制御を行う。その結果、
ズーム動作が実現される。即ち、ズームレンズ３３の取り込み倍率の調整が実現される。
【００４２】
　また、本実施形態では、ブラウザソフトウエアの表示領域に表示される映像の中で所定
エリア（矩形領域）をマウス１２１等で指定することによって、その所定エリアを表示領
域全面に拡大表示するように、取り込み角度や取り込み倍率の調整を行う機能、即ち、上
述したエリアズーム機能も有している。
【００４３】
　即ち、ユーザが、マウス１２１等の操作によって、ブラウザソフトウエアの表示領域内
の所望のエリアを指定すると、ＣＰＵ１０１は、そのエリアの中心とサイズを、通信部１
０９とネットワーク１３とを介して、撮像装置１１に通知する。すると、撮像装置１１は
、この通知をネットワークポート２９を介して受信して、通知されたエリアの中心とサイ
ズに基づいて、カメラ本体部２１の取り込み角度や、ズームレンズ３３の取り込み倍率を
演算する。なお、この演算手法の具体例については、後述する。その後は、ＣＰＵ１０１
は、上述したように、パン動作、チルト動作の制御、ズーム動作を適宜制御する。その結
果、遠隔装置１２側では、指定されたエリア内の映像が、ブラウザソフトウエアの表示領



(9) JP 5062478 B2 2012.10.31

10

20

30

40

50

域全体に拡大表示されるようになる。このように、ユーザは、目的の対象物を中心とした
エリアを指定するだけで、その対象物を中心としたズーム映像を即座に視認することがで
きるようになる。
【００４４】
　次に、撮像装置１１側の動作を説明する。
【００４５】
　図４には、ＣＰＵ２８が有する各種機能のうちの、後述する動作を実行するための機能
を実現する機能ブロックが図示されている。即ち、かかる機能ブロックとして、システム
コントロール部４０１、カメラコントロール部４０２、およびネットワークコントロール
部４０３がＣＰＵ２８に設けられている。
【００４６】
　システムコントロール部４０１は、撮像装置１１のシステム全体を制御する。
【００４７】
　カメラコントロール部４０２は、カメラ本体部２１を制御するための各種制御値を演算
する。例えば、カメラ本体部２１による映像の取り込み角度を調整するためのモータドラ
イバ２５，２６へ与える制御値が、カメラコントロール部４０２により演算される。また
例えば、ズームレンズ３３の取り込み倍率を調整するためのズームモータ（図示せぬ）へ
与える制御値が、カメラコントロール部４０２により演算される。また、カメラコントロ
ール部４０２は、カメラ本体部２１の信号処理部３２から提供される画像信号を取得し、
システムコントロール部４０１を介してネットワークコントロール部４０３に提供する。
【００４８】
　ネットワークコントロール部４０３は、ネットワークポート２９を介してネットワーク
１３との接続を行うためのネゴシエーション等の通信制御を行う。
【００４９】
　次に、撮像装置１１の撮像に関する動作について説明していく。
【００５０】
　本実施の形態では、カメラコントロール部４０２で行われる演算に基づいて、カメラ本
体部２１の取り込み角度の調整や、ズームレンズ３３の取り込み倍率の調整が行われて、
撮像が行われる。
【００５１】
　詳細には、先ず、撮像素子３１で映像を取り込むにあたり、ズームレンズ３３による取
り込み倍率の調整が行われ、雲台２２による取り込み角度の調整が行われる。これらの調
整の際、ＣＰＵ２８は、不揮発性メモリ２７に予め記憶してある「ずれのデータ」、即ち
、撮像素子３１の読み取り領域の中心とズームレンズ３３の光軸とのずれ（以下、光軸中
心のずれと適宜称する）のデータを用い、所定の取り込み倍率および所定の取り込み角度
に応じた補正量を演算する。そして、ＣＰＵ２８は、この補正量に基づいて、ずれを相殺
するように雲台２２の角度制御を行う。
【００５２】
　上述の補正量の計算を行うにあたり、例えば本実施形態では、撮像素子３１の読み取り
領域の中心とズームレンズ３３の光軸とのずれは予め測定され、その測定結果を示すデー
タ、即ち、「ずれのデータ」が不揮発性メモリ２７に予め記憶されている。なお、より正
確には後述するように、光軸中心のずれそのものではなく、遠隔装置１２側での表示位置
のずれが、「ずれのデータ」として不揮発性メモリ２７に記憶されている。
【００５３】
　ここで、図５と図６を参照して、光軸中心のずれについて説明する。
【００５４】
　図５に示されるように、カメラ本体部２１には、ＣＣＤ等の撮像素子３１が組み込まれ
ている。撮像素子３１は、カメラ本体部２１の筐体内において設定される光軸に合わせて
、その中心位置、即ち、読み取り領域の中心が決定される。ズームレンズ３３もまた、そ
の光軸に合わせて、その中心位置が決定される。
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【００５５】
　従って、理想的には、図５に示されるように、光軸は、撮像素子３１の読み取り領域の
中心と、ズームレンズ３３の中心との何れも通過することになる。
【００５６】
　しかしながら、実際には撮像素子３１とズームレンズ３３との各組み付け時に、配置誤
差がそれぞれ生じるため、光軸中心のずれが生じる。この光軸の中心ずれのため、遠隔装
置１２側での表示位置のずれが生じてしまう。
【００５７】
例えば、図６の左図は、ズームレンズ３３が広角端に設定され、所定の対象物Ｏｂが画面
１２２Ａの中心となるように、カメラ本体部２１による映像の取り込み角度が調整された
場合の画面１２２Ａの表示状態をしめしている。なお、画面１２２Ａとは、本実施の形態
では、遠隔装置１２のモニタ１２２上のブラウザソフトウエアの表示領域を意味している
。図６の左図の表示状態から、ズームレンズ３３の取り込み倍率を高めるズームアップ動
作が行われると、画面１２２Ａの表示状態は、図６の右図の状態に移行する。即ち、望遠
端においては、広角端の際に画面１２２Ａの中心に映し出されていた対象物Ｏｂの表示位
置が、画面１２２Ａの中心Ｏからずれる現象、具体的には図６の例では中心Ｏから、水平
方向にずれ量△ｈだけずれ、垂直方向にずれ量△ｖだけずれる現象が生じる。この表示位
置のずれの要因のひとつが、上述した光軸中心のずれである。
【００５８】
　そこで、例えば本実施形態では、表示位置のずれは予め測定されており、その測定結果
が、「ずれのデータ」として不揮発性メモリ２７に予め記憶されている。そして、ＣＰＵ
２８が、この「ずれのデータ」を用いて、雲台２２の角度制御に用いられる補正量、即ち
光軸中心のずれを相殺するための補正量を演算する。
【００５９】
　図７は、光軸中心のずれ、より正確には、その光軸中心のずれに起因する表示位置のず
れの測定手法について説明する模式図である。
【００６０】
　先ず、ユーザは、遠隔装置１２を操作して、図７の左図に示されるように、ズームレン
ズ３３を望遠端に設定し、所望の対象物Ｏｂが画面１２２Ａの中心Ｏに映し出されるよう
に、カメラ本体部２１による映像の取り込み角度を調整する。
【００６１】
　次に、ユーザは、遠隔装置１２を操作して、図７の右図に示すようにズームレンズ３３
を広角端に設定する。この場合、先に画面１２２Ａの中心Ｏに合わされた対象物Ｏｂの表
示位置が、画面１２２Ａの中心Ｏからずれて表示された場合、遠隔装置１２は、画面中心
Ｏからの水平方向のずれ量Δｈ、垂直方向のずれ量Δｖをそれぞれ測定し、その測定結果
をネットワーク１３を介して撮像装置１１に通知する。撮像装置１１は、その測定結果を
「ずれのデータ」として不揮発性メモリ２７に記憶する。
【００６２】
　次に、この「ずれのデータ」を用いた補正量、即ち、雲台２２の角度制御に用いられる
補正量の演算手法について説明する。
【００６３】
　撮像装置１１のＣＰＵ２８、より詳細には、カメラコントロール部４０２は、「ずれの
データ」を不揮発性メモリ２７から読み出して、この「ずれのデータ」を用いて、例えば
次のようにして補正量の演算を行う。
【００６４】
　ただし、以下、説明の簡略上、補正量としては、遠隔装置１２のモニタ１２２側の画面
１２２Ａの位置に換算した値が採用されているとする。
【００６５】
　先ず、カメラコントロール部４０２は、次の式（１）によって、所定の取り込み倍率お
よび所定の取り込み角度で設定された場合の誤差を演算する。
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【００６６】
　Δｘ＝Δｈ(ｎ１－ｎ０)／(Ｎｔ－Ｎｗ)
　Δｙ＝Δｖ（ｎ１－ｎ０)／(Ｎｔ－Ｎｗ)　　・・・（１）
【００６７】
　式（１）において、△ｘが、実際に適用する水平誤差を示しており、△ｙが、実際に適
用する垂直誤差を示している。△ｈが、不揮発性メモリ２７から読み出された「ずれのデ
ータ」のうちの、水平方向のずれ量を示している。△ｖが、不揮発性メモリ２７から読み
出された「ずれのデータ」のうちの、垂直方向のずれ量を示している。また、ｎ０が現在
の取り込み倍率（レンズ倍率）を示し、ｎ１が所望の取り込み倍率（レンズ倍率）を示し
、Ｎｔが望遠端での取り込み倍率（レンズ倍率）を示し、Ｎｗが広角端での取り込み倍率
（レンズ倍率）を示している。
【００６８】
　上述の式（１）による演算は、予め取り込んだずれ量Δｈ，Δｖが広角端と望遠端との
間のずれ量であることから、その水平方向のずれ量△ｈと垂直方向のずれ量△ｖとを、実
際にレンズ倍率が変更された際のそれぞれのずれ量、即ち、実際に適用する水平誤差△ｘ
と垂直誤差△ｙにそれぞれ換算するものである。
【００６９】
　カメラコントロール部４０２は、式（１）の演算結果である水平誤差△ｘおよび垂直誤
差△ｙの値を用い、雲台２２の角度制御、即ち、パンモータ２３とチルトモータ２４の動
作角度について補正を行う。即ち、式（１）の演算結果である水平誤差△ｘおよび垂直誤
差△ｙの値が、雲台２２の角度制御に用いられる補正量である。かかる補正によって、光
軸中心のずれに起因する画面１２２Ａの表示位置のずれを相殺できるようになる。
【００７０】
　さらに以下、雲台２２の角度制御の具体例として、上述のエリアズーム機能が発揮され
る場合の角度制御の一例について説明する。
【００７１】
　図８は、エリアズーム機能を説明する模式図である。
【００７２】
　図８の例では、画面１２２Ａは、水平方向に６４０画素、垂直方向に４８０画素で構成
されている。即ち、画面サイズは、水平画素×垂直画素＝６４０×４８０のサイズである
とする。そして、画面１２２Ａの中心Ｏを原点として、１画素（以下適宜pixelとも称す
る）を単位とする座標系が定義されており、この座標系の座標が用いられて以下の各種演
算が行われるとする。なお、この画面サイズに対応したカメラ本体部２１のカメラ画角は
、水平方向±２０°，垂直方向±１５°であるとする。
【００７３】
　図８の例では、撮像装置１１が、ユーザによって指定されたエリアズーム枠５０１に基
づいて、取り込み倍率（ズーム倍率）および取り込み角度（雲台２２のパン角度とチルト
角度）を演算し、この演算値によって、カメラ本体部２１のズームレンズ３３および雲台
２２を制御することで、エリアズーム枠５０１内の映像を、画面１２２Ａ全体に拡大表示
させることで、エリアズーム機能が実現される。なお、エリアズーム枠５０１内の映像が
画面１２２Ａ全体に拡大表示されることを、以下、エリアズームされると適宜称する。
【００７４】
　エリアズーム枠５０１は、ユーザによるマウス１２１等の操作によって指定された矩形
領域が用いられる。なお、指定されたエリアズーム枠５０１が、画面縦横比と異なる場合
、即ち、エリアズーム枠５０１が画面１２２Ａと相似の関係ではない場合は、エリアズー
ム枠５０１の縦もしくは横のいずれかのサイズを基準として、画面縦横比と合うようエリ
アズーム枠５０１のサイズも調整される。この調整は、遠隔装置１２内の処理だけで行わ
れてもよいし、即ち、画面１２２Ａに表示されるエリアズーム枠５０１には調整結果を反
映させないようにしてもよいし、その逆でもよい。即ち、画面１２２Ａに表示されるエリ
アズーム枠５０１に調整結果を直接反映させるようにしてもよい。
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【００７５】
　また、遠隔装置１２内で画面縦横比と合うようエリアズーム枠５０１のサイズを調整せ
ずに、撮像装置１１内で調整するようにしても良い。
【００７６】
　また、エリアズーム枠５０１が矩形領域だけではなく、円形領域や手書きなどで囲まれ
た領域であっても良い。これらの場合には、エリアズーム枠５０１を含み、かつ、画面１
２２Ａと相似な最小のエリアを指定されたものとして調整される。
【００７７】
　図８の例のエリアズーム枠５０１は、対象物Ｏｂが存在する位置（２４０，１６０）が
中心位置とされ、水平方向に８０画素、垂直方向に６０画素のサイズとされている。即ち
、ユーザにより、そのような中心位置とサイズが指定された結果、図８の例のエリアズー
ム枠５０１が表示されているとする。
【００７８】
　ここで、カメラ画角は、上述の如く水平方向４０°（±２０°）、垂直方向３０°（±
１５°）とされているので、エリアズーム枠５０１の部分を画面１２２Ａ全体に拡大表示
するためには、カメラ本体部２１を、右方向へ１５°、上方向へ１０°回転させればよい
。また、ズーム倍率は、８倍ズームとすればよい。
【００７９】
　より一般的にいえば、パン角度をθｐと記述し、チルト角度をθｔと記述し、ズーム倍
率（エリアズーム後の取り込み倍率）をｎ１と記述した場合、パン角度θｐ、チルト角度
θｔ、およびズーム倍率ｎ１のそれぞれは、次の式（３）乃至（５）のそれぞれに従って
演算することができる。
【００８０】
θｐ＝（画面エリアの水平方向画角／画面エリアの水平方向サイズ）×エリアズーム枠の
水平方向中心位置　　　　　　・・・（３）
【００８１】
　θｔ＝（画面エリアの垂直方向画角／画面エリアの垂直方向サイズ）×エリアズーム枠
の垂直方向中心位置　　　　　　・・・（４）
【００８２】
　ｎ１＝（画面エリアの水平方向サイズ／エリアズーム枠の水平方向サイズ）×現在のレ
ンズ倍率　　　　　　　　・・・（５）
【００８３】
　しかしながら、上述の式（３）乃至（５）に従って演算されたパン角度θｐ、チルト角
度θｔ、およびズーム倍率ｎ１が利用されて、雲台２２の角度制御が行われた場合、上述
した光軸中心のずれが存在するため、エリアズーム枠５０１の画像が画面１２２Ａ全体に
拡大表示されたときには、その中心Ｏに、目的の対象物Ｏｂが必ずしも映し出されるとは
限らない。
【００８４】
　具体的には例えば、エリアズーム枠５０１の画像が画面１２２Ａ全体に拡大表示された
とき、図９の表示状態となることが理想である。即ち、対象物Ｏｂの中央部Ｏｂｃが画面
１２２Ａの中心Ｏと一致するように、対象物Ｏｂがズームアップして表示されるのが理想
である。
【００８５】
　ところが、上述した光軸中心のずれが存在するため、エリアズーム枠５０１の画像が画
面１２２Ａ全体に拡大表示されたときには、実際には図９の表示状態にはならず、例えば
図１０の表示状態のようになる。即ち、対象物Ｏｂの一部が画面１２２Ａから外れてしま
い、その結果、残りの一部のみが画面１２２Ａの端（図１０の例では右上端）に存在する
ように、ズームアップして表示される場合が多い。このような場合、対象物Ｏｂを画面１
２２Ａの真ん中に表示させるようにするためには、即ち、図１０の表示状態から図９の表
示状態にするためには、ユーザは、さらに遠隔装置１２を操作してカメラ本体部２１の取
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り込み角度を微調整する、といった困難な作業が必要になる。さらに、図１０の例では、
対象物Ｏｂの一部が画面１２２Ａに表示されているが、さらに、対象物Ｏｂ全体が画面１
２２Ａから完全に外れてしまう場合もある。このような場合、かかる作業は非常に困難な
ものとなる。
【００８６】
　そこで、本実施の形態では、上述の式（３），（４）の代わりに、例えば次の式（６）
，（７）に従って演算されたパン角度θｐ、およびチルト角度θｔを、雲台２２の角度制
御に用いるようにしている。
【００８７】
　θｐ＝（画面エリアの水平方向画角／画面エリアの水平方向サイズ）×（エリアズーム
枠の水平方向中心位置－Δｘ）　　・・・（６）
【００８８】
　θｔ＝（画面エリアの垂直方向画角／画面エリアの垂直方向サイズ）×（エリアズーム
枠の垂直方向中心位置－Δｙ）　　・・・（７）
【００８９】
ここで、式（６）における△ｘ、即ち実際に適用する水平誤差Δｘと、式（７）における
△ｙ、即ち実際に適用する垂直誤差Δｙは、上述した式（１）によって求められるもので
ある。即ち、式（１）の演算結果である水平誤差△ｘおよび垂直誤差△ｙの値が用いられ
て、パン角度θｐおよびチルト角度θｔが適切に補正される。かかる補正後のパン角度θ
ｐおよびチルト角度θｔ、並びに、上述の式（５）のズーム倍率ｎ１が利用されて、雲台
２２の角度制御が行われた場合、光軸中心のずれに起因する画面１２２Ａの表示位置のず
れを相殺できるようになる。
【００９０】
　ただし、図９と図１０とを用いて上述した現象、即ち、エリアズーム枠５０１の画像が
画面１２２Ａ全体に拡大表示されたときに、対象物Ｏｂは、その中央部Ｏｂｃが画面１２
２Ａの中心Ｏからずれて表示される現象、換言すると、エリアズームが行われる前後のエ
リアズーム枠５０１内の中心がずれる現象（以下、エリアズーム時センターずれ表示現象
と称する）は、上述した光学中心のずれのみを要因として発生するわけではなく、次のよ
うに様々な要因が複合的に絡み合って発生する。即ち、エリアズーム時センターずれ表示
現象の発生要因は、光学中心のずれを第１要因とすると、さらに、次のような第２要因乃
至第６要因に分類される。
【００９１】
　即ち、第２要因とは、カメラ本体部２１のレンズ画角の誤差、即ち、公称値と実際の画
角の違いである。例えば、画面１２２Ａには、40度×30度の範囲が映っているとユーザが
思っていたところ、実際には、41度×29度の範囲が映っていた、という要因が第２の要因
である。
【００９２】
　第３要因とは、カメラ本体部２１のレンズの光学歪である。すなわち、第３要因とは、
画像周辺部になるに従い光学歪が大きくなることである。
【００９３】
　第４要因とは、カメラ取り付け回転である。カメラ取り付け回転とは、パンチルト回転
台、即ち雲台２２にカメラ本体部２１を取り付ける際、光軸方向を軸とする回転をいう。
【００９４】
　第５要因とは、チルト角依存の誤差である。即ち、水平方向（チルト角０度）を映した
とき、画面１２２Ａ上にパンチルト座標を描いてみるとほぼ直交する。垂直方向（チルト
角９０度）を映したとき、画面１２２Ａ上にパンチルト座標を描いてみると、同心円状に
なる。このような画面１２２Ａ上でのパンチルト座標の形状の違いから、チルト角度の大
きい領域ほど、誤差が出やすい傾向がある。例えば、チルト基準点の誤差、即ち、チルト
角０度で水平を向いているつもりが、少しチルト角度を持っている、といった誤差が存在
する。また例えば、チルト角駆動誤差、即ち、チルト角９０度分駆動した際に、実際には
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９０度ではなく、８９度だったり９１度であったりするような誤差が存在する。チルト角
９０度にしたときの画面１２２Ａの中央がチルト角９０度なので、そのときパン回転させ
ても画面１２２Ａの中央に映っているものは本来移動しないはずであるが、かかる誤差に
より実際にはチルト角９０度からずれていることとなり、ユーザの目には回転しているよ
うに映る。
【００９５】
　第６要因とは、パン駆動誤差である。パン駆動誤差とは、例えば２０度回転させたつも
りでも、実際には１９度しか回転していないような、回転角度の誤差をいう。
【００９６】
　以上説明したように、エリアズーム時センターずれ表示現象は、光学中心のずれといっ
た第１要因を含めた各種要因、即ち、上述の第１要因乃至第６要因が複合的に絡み合って
発生する。
【００９７】
　よって、第１要因のみを考慮した式（６），式（７）の演算のみでは、エリアズーム時
センターずれ表示現象の発生を完全に抑えることは困難である。特に、式（５）のズーム
倍率ｎ１が高倍率になるほど、エリアズーム時センターずれ表示現象は深刻なものになる
。即ち、高倍率になるほど、対象物Ｏｂが画面１２２Ａの中心Ｏからずれていき、最終的
には画面１２２Ａから外れてしまうことになる。
【００９８】
　そこで、本実施の形態においては、エリアズーム機能において、画面１２２Ａ等の所定
表示領域に表示される映像の中からエリアズーム枠５０１等の所定エリア（矩形領域）が
指定された場合、その所定エリアから算出される相対ズーム倍率が、エリアズームが行わ
れる前後の所定エリアの中心のずれに基づいて予め設定された制限倍率以上またはその倍
率を超えている場合、相対ズーム倍率として制限倍率を採用する。ここで、相対ズーム倍
率とは、現在のレンズ倍率（現在の取り込み倍率）に対してどれだけズームするのかを示
す相対的な倍率をいう。また、エリアズームが行われる前後の所定エリアの中心のずれと
は、所定エリアが拡大表示された場合における、対象物Ｏｂの表示位置についての表示中
心からのずれをいう。なお、以下、このような手法を、ズーム倍率制限手法と称する。
【００９９】
　ズーム倍率制限手法を採用することにより、例えば図８のエリアズーム枠５０１が設定
されてエリアズームが行われた場合であっても、図１０の表示状態のように対象物Ｏｂが
画面１２２Ａから外れてしまうことはなくなり、図１１の表示状態のように対象物Ｏｂは
画面１２２Ａ内に確実に存在するようになる。換言すると、図１１の表示状態となるよう
に、制限倍率が設定されているのである。これにより、ユーザは、エリアズーム機能を利
用しても、対象物Ｏｂを見失うことがなくなる。即ち、エリアズームされた対象物Ｏｂの
中央部Ｏｂｃが画面１２２Ａの中心Ｏからずれてしまったとしても、ユーザは、対象物Ｏ
ｂを画面１２２Ａ内から容易に視認することができる。よって、ユーザは、遠隔装置１２
を操作して微調整するだけで、例えばマウス１２１で対象物Ｏｂをクリックして移動させ
る操作をするだけで、対象物Ｏｂの中央部Ｏｂｃを画面１２２Ａの中心Ｏに容易に一致さ
せることができるようになる。なお、かかる操作により実現される機能は、ダイレクトパ
ンチルト機能と称されている。
【０１００】
　以下、ズーム倍率制限手法についてさらに詳しく説明していく。
【０１０１】
　ここで、ズーム倍率制限手法で制限される相対ズーム倍率を、Ｚと記述することにする
。
【０１０２】
　この場合、ズーム倍率ｎ１（エリアズームによる変更後の取り込み倍率ｎ１）は、上述
した式（５）の代わりに、次の式（８）によって演算される。即ち、式（８）は、エリア
ズームによる変更前の取り込み倍率である「現在の倍率」に対して、相対ズーム倍率Ｚが
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乗算された結果が、変更後の取り込み倍率であるズーム倍率ｎ１になることを意味してい
る。
【０１０３】
　ｎ１＝Ｚ×現在のレンズ倍率　　　　　　　　・・・（８）
【０１０４】
　換言すると、ズーム倍率制限手法で制限がかけられない場合の相対ズーム倍率Ｚ、即ち
、画面１２２Ａにおけるエリアズーム枠５０１の占有率に基づいて算出される相対ズーム
倍率Ｚが、上述した式（５）の右辺の「（画面エリアの水平方向サイズ／エリアズーム枠
の水平方向サイズ）」の項に対応する。以下、画面１２２Ａにおけるエリアズーム枠５０
１の占有率に基づいて算出される相対ズーム倍率Ｚを、特に、算出相対ズーム倍率Ｚｒと
称することにする。
【０１０５】
　これに対して、以下、エリアズームが行われる前後の所定エリア内の中心のずれに基づ
いて予め設定された制限倍率を、特に、制限倍率Ｚlimitと称することにする。
【０１０６】
　この場合、算出相対ズーム倍率Ｚｒが制限倍率Ｚlimit以下であるときには、式（８）
の相対ズーム倍率Ｚとしては、算出相対ズーム倍率Ｚｒが採用される。これに対して、算
出相対ズーム倍率Ｚｒが制限倍率Ｚlimitを超えているときには、式（８）の相対ズーム
倍率Ｚとしては、制限倍率Ｚlimitが採用される。
【０１０７】
　換言すると、式（８）は、次の式（９），式（１０）に書き換えることが可能である。
【０１０８】
　ｎ１＝Ｚｒ×現在のレンズ倍率（Ｚｒ≦Ｚlimit）　　　　　　　　　・・・（９）
　ｎ１＝Ｚlimit×現在のレンズ倍率（Ｚｒ＞Ｚlimit）　　　　　　　　・・・（１０）
【０１０９】
　なお、式（９），式（１０）の代わりに、次の式（１１），式（１２）を採用してもよ
い。この場合、定数ｋ（＜１）が掛けられて、ズーム倍率n1がさらに制限されることにな
るので、エリアズーム後の対象物Ｏｂのずれを緩和することができるようになる。
【０１１０】
　ｎ１＝ｋ×Ｚｒ×現在のレンズ倍率（Ｚｒ≦Ｚlimit）　　　　　　　・・・（１１）
　ｎ１＝ｋ×Ｚlimit×現在のレンズ倍率（Ｚｒ≦Ｚlimit）　　 　　　・・・（１２）
【０１１１】
　ここで、制限倍率Zlimitの設定手法自体は、ズーム倍率制限手法の適用目的のひとつ、
即ち、エリアズームしても対象物Ｏｂが画面１２２Ａから外れないという目的が達成でき
る手法であれば、特に限定されない。例えば、制限倍率Zlimitの設定手法としては、次の
ような手法を採用することができる。
【０１１２】
　即ち、例えば、エリアズーム時センターずれ表示現象の発生要因のうちの第３要因等を
考慮すると、エリアズーム枠５０１の設定位置に応じて制限倍率Ｚlimitを変化させる、
具体的には例えば画面１２２Ａの中央近辺とその周辺とでは制限倍率Ｚlimitを変化させ
る、という手法（以下、ズーム位置考慮設定手法）を採用すると好適である。
【０１１３】
　また例えば、エリアズーム時センターずれ表示現象の発生要因のうちの第５要因等を考
慮すると、チルト角度に応じて制限倍率Ｚlimitを変化させる、具体的には例えばチルト
角０度とチルト角９０度とでは制限倍率Ｚlimitを変化させる、という手法（以下、チル
ト角度考慮設定手法）を採用すると好適である。
【０１１４】
　以下、ズーム位置考慮設定手法とチルト角度考慮設定手法とのそれぞれについて、その
順番で個別に説明していく。
【０１１５】
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　先ず、ズーム位置考慮設定手法の具体例について説明する。
【０１１６】
　本例のズーム位置考慮設定手法では、図１２に示されるように、画面１２２Ａの中心Ｏ
を原点として、水平方向の軸をx軸として、垂直方向の軸をy軸として、１画素（pixel）
を単位とする座標系が定義され、かかる座標系において、原点Ｏから、設定されたエリア
ズーム枠５０１の中心までの距離が算出され、その距離に応じた制限倍率が算出される。
なお、上述したように本実施の形態では、対象物Ｏｂの中央部Ｏｂｃとエリアズーム枠５
０１の中心とが一致する。即ち、そのようにエリアズーム枠５０１が設定される。このた
め、図１２の例では、原点Ｏから、対象物Ｏｂの中央部Ｏｂｃまでの距離が算出される様
子が図示されている。
【０１１７】
　ここで、画面の中心Ｏ（原点）から、設定されたエリアズーム枠５０１の中心（対象物
Ｏｂの中央部Ｏｂｃ）までの距離をｌ（pixel）と記述し、その距離ｌに応じて変化する
制限倍率を、特に制限倍率ＺLと称するとする。そして、制限倍率Ｚlimitの最大値は３２
倍であるとする。
【０１１８】
　この場合、制限倍率ＺLは、例えば図１３に示されるグラフに従って算出することがで
きる。
【０１１９】
　また例えば、設定されたエリアズーム枠５０１の中心（対象物Ｏｂの中央部Ｏｂｃ）の
座標を(x,y)と記述するとする。そして、画面の中心Ｏ（原点）からｘ座標までの距離（
＝x座標の絶対値｜ｘ｜）（pixel）に応じて変化する制限倍率を、特に制限倍率Ｚxと称
するとする。また、画面の中心Ｏ（原点）からｙ座標までの距離（＝ｙ座標の絶対値｜ｙ
｜）（pixel）に応じて変化する制限倍率を、特に制限倍率Ｚyと称するとする。
【０１２０】
　この場合、制限倍率Ｚx，Ｚyは、例えば図１４，図１５に示される各グラフに従ってそ
れぞれ算出することができる。
【０１２１】
　或いはまた、制限倍率Ｚx，Ｚyは、例えば図１６，図１７に示される各グラフに従って
それぞれ算出することができる。
【０１２２】
　ズーム位置考慮設定手法を単独で適用する場合には、例えば、以上のようにして算出さ
れた制限倍率ＺL，Ｚx，Ｚyのうちのいずれか１つを、最終的な制限倍率Ｚlimitとして採
用すればよい。
【０１２３】
　以上、ズーム位置考慮設定手法の具体例について説明した。
【０１２４】
　次に、チルト角度考慮設定手法の具体例について説明する。
【０１２５】
　ここで、チルト角度をθT（degree）と記述するとして、その絶対値｜θT｜（degree）
に応じて変化する制限倍率を、特に制限倍率ＺTと称するとする。そして、制限倍率Ｚlim
itの最大値は３２倍であるとする。
【０１２６】
　この場合、制限倍率ＺTは、例えば図１８に示されるグラフに従って算出することがで
きる。
【０１２７】
　或いはまた、制限倍率ＺTは、例えば図１９に示される各グラフに従ってそれぞれ算出
することができる。
【０１２８】
チルト角度考慮設定手法を単独で適用する場合には、例えば、以上のようにして算出され
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た制限倍率ＺTを、最終的な制限倍率Ｚlimitとして採用すればよい。
【０１２９】
　以上説明したように、制限倍率Zlimitの設定手法として、ズーム位置考慮設定手法とチ
ルト角度考慮設定手法とのそれぞれを単独で採用することができる。さらに、制限倍率Zl
imitの設定手法として、ズーム位置考慮設定手法とチルト角度考慮設定手法との両者を組
み合わせた手法を採用することも可能である。そこで、以下、ズーム位置考慮設定手法と
チルト角度考慮設定手法とを組み合わせた場合の制限倍率Ｚlimitの具体的な設定手法の
例について説明していく。
【０１３０】
　本例では、ズーム位置考慮設定手法による制限倍率と、チルト角度考慮設定手法による
制限倍率とがそれぞれ単独で算出され、それら２つの制限倍率を用いた所定の演算が行わ
れることで制限倍率Ｚlimitが最終的に算出されて設定されるとする。
【０１３１】
例えば、図１３のグラフに従って算出された制限倍率ＺLと、図１８のグラフに従って算
出された制限倍率ＺTとを、例えば次の式（１３）に代入して演算した結果を、最終的な
制限倍率Ｚlimitとして設定することができる。
【０１３２】
　Ｚlimit ＝ ＺT×（ＺL／３２）　　　　・・・（１３）
【０１３３】
　なお、図１８のグラフは、結局次の式（１４），式（１５）のように表すことができる
。即ち、式（１３）に代入される制限倍率ＺTは、次の式（１４），式（１５）に従って
演算することができる。
【０１３４】
　ＺT　＝　３２　　　　　（｜θT｜≦４５(degree)）　　　・・・（１４）
　ＺT　＝　３２　－　｛１６×（｜θT｜－４５）／４５｝
（４５(degree)＜｜θT｜≦９０(degree)）　　・・・（１５）
【０１３５】
　また、図１３のグラフは、結局次の式（１６）のように表すことができる。即ち、式（
１３）に代入される制限倍率ＺLは、次の式（１６）に従って演算することができる。
【０１３６】
　ＺL　＝　３２　－　｛（８・ｌ）／３００｝　　　　　　　・・・（１６）
【０１３７】
また例えば、図１４のグラフに従って算出された制限倍率Ｚx、図１５のグラフに従って
算出された制限倍率Ｚy、および図１８のグラフに従って算出された制限倍率ＺTを、例え
ば次の式（１７）に代入して演算した結果を、最終的な制限倍率Ｚlimitとして設定する
ことができる。
【０１３８】
　Ｚlimit ＝ min（Ｚx，Ｚy，ＺT）　　　　・・・（１７）
【０１３９】
　なお、式（１７）において、min(　)とは、カッコ内に列挙された各数値から最小値を
選び出して出力する関数を意味している。
【０１４０】
さらにまた例えば、図１６のグラフに従って算出された制限倍率Ｚx、図１７のグラフに
従って算出された制限倍率Ｚy、および図１９のグラフに従って算出された制限倍率ＺTを
、例えば上の式（１７）に代入して演算した結果を、最終的な制限倍率Ｚlimitとして設
定することができる。
【０１４１】
　以上、ズーム倍率制限手法について説明した。
【０１４２】
　なお、エリアズーム機能を実現するにあたって、ズーム倍率制限手法と、上述した式（
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６），式（７）を用いてパン角度θｐおよびチルト角度θｔを補正する手法（以下、パン
チルト角度補正手法と称する）とは、それぞれ独立した手法であるため、それぞれ単独で
採用することもできるし、組み合わせて採用することもできる。
【０１４３】
　具体的には例えば、ズーム倍率制限手法とパンチルト角度補正手法との両者が採用され
た場合には、上述の式（６），式（７）に従って演算されたパン角度θｐ，チルト角度θ
ｔ、および、上述の式（９），式（１０）若しくは式（１１），（１２）に従って演算さ
れたズーム倍率ｎ１が利用されて、雲台２２の角度制御が行われることになる。
【０１４４】
　一方、例えば、ズーム倍率制限手法が採用されて、パンチルト角度補正手法が採用され
なかった場合には、上述の式（３），式（４）に従って演算されたパン角度θｐ，チルト
角度θｔ、および、上述の式（９），式（１０）若しくは式（１１），（１２）に従って
演算されたズーム倍率ｎ１が利用されて、雲台２２の角度制御が行われることになる。
【０１４５】
　また、例えば、ズーム倍率制限手法が採用されずに、パンチルト角度補正手法が採用さ
れた場合には、上述の式（６），式（７）に従って演算されたパン角度θｐ，チルト角度
θｔ、および、上述の式（５）に従って演算されたズーム倍率ｎ１が利用されて、雲台２
２の角度制御が行われることになる。
【０１４６】
　なお、ズーム倍率制限手法やパンチルト角度補正手法は、原則として、エリアズームが
１回行われる毎に、それぞれ1回ずつ適用される。
【０１４７】
　即ち、Ｐ回目の（Ｐは1以上の整数値）エリアズームが行われた後、エリアズーム枠５
０１が再度設定されると、Ｐ＋１回目のエリアズームが行われることになる。このＰ＋１
回目のエリアズームでは、パン角度θｐ，チルト角度θｔ、および、ズーム倍率ｎ１が、
Ｐ回目のときとは独立して再度演算される。例えば、Ｐ＋１回目の式（９）または式（１
０）の演算では、現在のレンズ倍率として、その前のＰ回目の式（９）または式（１０）
の演算結果であるズーム倍率ｎ１が代入されることになる。
【０１４８】
　よって、何回もエリアズームが繰り返されると、式（９）または式（１０）の演算結果
であるズーム倍率ｎ１が、カメラ本体部２１の機構的な制限で決定される最大倍率を超え
るような場合がでてくる。このような場合、当然ながら、その最大倍率がズーム倍率とし
て採用されることになる。即ち、式（１０）等で使用される制限倍率Zlimitとは、カメラ
本体部２１の機構的な制限で決定される最大倍率とは異なる概念である。
【０１４９】
　このようにして、ズーム倍率制限手法やパンチルト角度補正手法を適用することで、適
切なエリアズームを行うことが可能となる。
【０１５０】
　なお、上記説明で使用した具体的な画素サイズや角度等の数値は一例であり、本発明は
これに限定されるものではない。また、上述した実施形態において、エリアズームの説明
では、理解を容易なものとすべく、パンチルト座標が画面上で直交しているような領域で
説明したが、上述のごとく、チルト角度が大きくなると、パンチルト座標が画面上では曲
線を描くようになる。そのような領域では、パン角度やチルト角度を単純に画角と画素数
とから比例計算することはできない。しかし、このような場合であっても、その前処理と
してエリアズーム枠の中心位置を、実際に適用する水平誤差Δｘ、垂直誤差Δｙで補正す
ることにより改善可能である。また、本実施の形態では主としてネットワークカメラから
なる撮像装置を例に説明したが、ネットワークを介さず撮像装置とモニタとが直接接続さ
れた構成であっても適用可能である。
【０１５１】
　ところで、上述した一連の処理をソフトウエアにより実行させる場合には、そのソフト
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ウエアを構成するプログラムが、専用のハードウエアに組み込まれているコンピュータ、
または、各種のプログラムをインストールすることで、各種の機能を実行することが可能
な、例えば汎用のパーソナルコンピュータなどに、ネットワークや記録媒体からインスト
ールされる。
【０１５２】
　この記録媒体は、装置本体とは別に、ユーザにプログラムを提供するために配布される
、プログラムが記録されている磁気ディスク（フロッピディスクを含む）、光ディスク（
CD-ROM（Compact Disk-Read Only Memory)，DVD（Digital Versatile Disk）を含む）、
光磁気ディスク（ＭＤ（Mini-Disk）を含む）、もしくは半導体メモリなどよりなる図３
のリムーバブルメディア１１１により構成されるだけでなく、装置本体に予め組み込まれ
た状態でユーザに提供される、プログラムが記録されている図２の不揮発性メモリ２７ま
たは図３のROM１０２や、図３の記憶部１０８に含まれるハードディスクなどで構成され
る。
【０１５３】
　また、本明細書において、記録媒体に記録されるプログラムを記述するステップは、記
載された順序に沿って時系列的に行われる処理はもちろん、必ずしも時系列的に処理され
なくとも、並列的または個別に実行される処理をも含むものである。
【０１５４】
　以上の実施の形態において、画面１２２Ａにおけるエリアズーム枠５０１の占有率に基
づいて相対ズーム倍率Ｚを算出していたがこれに限るものではない。例えば、エリアズー
ム枠５０１に対する画面１２２Ａの寸法比を相対ズーム倍率Ｚとしても算出しても良い。
【図面の簡単な説明】
【０１５５】
【図１】本発明が適用される情報処理システムの構成例を示すブロック図である。
【図２】図１の撮像装置の構成例を示すブロック図である。
【図３】図１の遠隔装置の構成例を示すブロック図である。
【図４】図２の撮像装置の機能的構成例を示す機能ブロック図である。
【図５】光軸中心のずれを説明する図である。
【図６】光軸中心のずれを説明する図である。
【図７】光軸中心のずれの測定手法について説明する模式図である
【図８】エリアズーム機能について説明する図である。
【図９】理想的なエリアズーム後の表示画像例を示す図である。
【図１０】エリアズーム時センターずれ表示現象が発生した場合における、エリアズーム
後の表示画像例を示す図である。
【図１１】本実施の形態のズーム倍率制限手法が適用された場合における、エリアズーム
後の表示画像例を示す図である。
【図１２】本実施の形態のズーム倍率制限手法で使用される制限倍率の設定手法を説明す
る図である。
【図１３】本実施の形態のズーム倍率制限手法で使用される制限倍率の設定手法を説明す
る図である。
【図１４】本実施の形態のズーム倍率制限手法で使用される制限倍率の設定手法を説明す
る図である。
【図１５】本実施の形態のズーム倍率制限手法で使用される制限倍率の設定手法を説明す
る図である。
【図１６】本実施の形態のズーム倍率制限手法で使用される制限倍率の設定手法を説明す
る図である。
【図１７】本実施の形態のズーム倍率制限手法で使用される制限倍率の設定手法を説明す
る図である。
【図１８】本実施の形態のズーム倍率制限手法で使用される制限倍率の設定手法を説明す
る図である。
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【図１９】本実施の形態のズーム倍率制限手法で使用される制限倍率の設定手法を説明す
る図である。
【符号の説明】
【０１５６】
　１１　撮像装置，　１２　遠隔装置，　１３　ネットワーク，　２１　カメラ本体部，
　２２　雲台，　２３　パンモータ，　２４　チルトモータ，　２５，２６　モータドラ
イバ，　２７　不揮発性メモリ，　２８　ＣＰＵ，　２９　ネットワークポート，　３１
　撮像素子，　３２　信号処理部，　３３　ズームレンズ，　１０１　ＣＰＵ，　１０２
　ＲＯＭ，　１０３　ＲＡＭ，　１０８　記憶部，　１１１　リムーバブルメディア，　
１２１　マウス，　１２２　モニタ，　１２２Ａ　画面，　４０１　システムコントロー
ル部，　４０２　カメラコントロール部，　４０３　ネットワークコントロール部，　５
０１　エリアズーム枠

【図１】
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【図３】
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