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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　レンズ装置と、該レンズ装置を用いて撮影を行うカメラとを含む撮影システムであって
、
　撮影範囲内に設けられた複数の測距エリアのそれぞれにおいて前記レンズ装置からの被
写体距離を算出する距離算出手段と、
　前記複数の測距エリアのそれぞれにおいて、前記距離算出手段により算出された被写体
距離に基づいて被写体速度を算出する速度算出手段と、
　前記距離算出手段により算出された被写体距離、該被写体距離間の差、前記速度算出手
段により算出された被写体速度、及び該被写体速度間の差のうち少なくとも１つを表す被
写体情報を生成する情報生成手段と、
　前記複数の測距エリアのうち、前記速度算出手段により算出された被写体速度が第１の
範囲内である測距エリアを抽出する抽出手段と、
　前記カメラにより生成された撮影映像と前記抽出手段により抽出された測距エリアに対
応する前記被写体情報とを含む出力映像を生成する出力映像生成手段とを有することを特
徴とする撮影システム。
【請求項２】
　前記各測距エリアの位置を示す位置情報を出力する測距位置出力手段を有し、
　前記出力映像生成手段は、前記抽出手段により抽出された測距エリアに対応する前記被
写体情報を、前記撮影映像における前記位置情報に応じた位置に重畳した前記出力映像を



(2) JP 5038283 B2 2012.10.3

10

20

30

40

50

生成することを特徴とする請求項１に記載の撮影システム。
【請求項３】
　前記抽出手段は、前記速度算出手段により算出された被写体速度が前記第１の範囲内に
あり、かつ該被写体速度間の差が第２の範囲内にある測距エリアが２以上存在する場合に
、該２以上の測距エリアのうち１つの測距エリアを抽出することを特徴とする請求項１又
は２に記載の撮影システム。
【請求項４】
　前記抽出手段は、前記速度算出手段により算出された被写体速度が前記第１の範囲内に
あり、かつ前記距離算出手段により算出された被写体距離間の差が第３の範囲内にある測
距エリアが２以上存在する場合に、該２以上の測距エリアのうち１つの測距エリアを抽出
することを特徴とする請求項１又は２に記載の撮影システム。
【請求項５】
　前記複数の測距エリアのうち少なくとも１つの除外測距エリアを選択する選択手段を有
し、
　前記抽出手段は、前記速度算出手段により算出された被写体速度が前記第１の範囲内に
ある測距エリアのうち前記除外測距エリアを抽出対象から除外することを特徴とする請求
項１から４のいずれか１つに記載の撮影システム。
【請求項６】
　請求項１から５のいずれか１つに記載の撮影システムに含まれる前記レンズ装置であっ
て、
　前記距離算出手段、前記速度算出手段、前記情報生成手段、及び前記抽出手段を含むこ
とを特徴とするレンズ装置。
【請求項７】
　前記レンズ装置に入射した光により形成された被写体像間の位相差を検出する位相差セ
ンサを有し、
　前記距離算出手段は、前記位相差センサからの出力に基づいて前記被写体距離を算出す
ることを特徴とする請求項６に記載のレンズ装置。
【請求項８】
　前記位相差センサからの出力に基づいてフォーカス制御を行うフォーカス制御手段を有
することを特徴とする請求項７に記載のレンズ装置。
【請求項９】
　前記レンズ装置の撮影光学系とは別の光学系を用いて被写体像間の位相差を検出する外
測センサを有し、
 前記距離算出手段は、前記外測センサからの出力に基づいて前記被写体距離を算出する
ことを特徴とする請求項６に記載のレンズ装置。
【請求項１０】
　前記外測センサからの出力に基づいてフォーカス制御を行うフォーカス制御手段を有す
ることを特徴とする請求項９に記載のレンズ装置。
【請求項１１】
　前記抽出手段は、前記フォーカス制御に使用している測距エリア内の被写体速度に基づ
いて、前記第１の範囲を設定することを特徴とする請求項８又は１０に記載のレンズ装置
。
　　
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、測距機能を有する撮影システム及びレンズ装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　マラソンのテレビ中継において、先頭で走っている選手と第２位で走っている選手との



(3) JP 5038283 B2 2012.10.3

10

20

30

40

50

間の距離がしばしばアナウンスされる。このときの選手間の距離は、アナウンサーやレポ
ーターが目測した大体の距離であったり、ある地点を先頭の選手が通過してから第２位の
選手が通過するまでの時間と各選手の走行速度とから算出された距離であったりする。し
たがって、アナウンサー等が伝える選手間の距離は正確ではない。また、該距離がアナウ
ンサー等によって音声で視聴者に伝えられるだけでは、視聴者は視覚的に距離を把握する
ことができない。
【０００３】
　特許文献１には、以下のような撮影システムが開示されている。まず第１の被写体に対
してマニュアルでフォーカシングを行い、合焦した時点でのフォーカスレンズの位置に基
づいて第１の被写体までの距離を算出する。次に、第２の被写体に対して同様にマニュア
ルでフォーカシングを行い、合焦した時点でのフォーカスレンズの位置に基づいて第２の
被写体までの距離を算出する。そして、算出された第１及び第２の被写体の距離の差を求
め、該差の情報を映像信号に重畳させて表示させる。
【０００４】
　また、特許文献２には、以下のような測距装置が開示されている。この測距装置は、複
数の測距点に対応する複数の被写体に向けて測距用の光を照射し、各被写体からの反射光
を受光することにより各測距点における被写体までの距離を算出する。さらに、複数の測
距点をその位置と算出距離の分布に基づいて複数のグループに分け、該複数のグループの
うちグループの大きさが予め定められた大きさよりも小さいグループを合焦用グループと
し、該合焦用グループの算出距離に基づいてフォーカス制御を行う。
【特許文献１】特開２００３－３２９９１５号公報
【特許文献２】特開平６－３３１８８３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、特許文献１にて開示された撮影システムでは、第１及び第２の被写体の
距離を算出するためには、第１及び第２の被写体のそれぞれに対してフォーカシングを行
わなければならない。つまり、主たる撮影対象である第１の被写体に対して合焦状態を維
持しながら第２の被写体までの距離を算出することができない。
【０００６】
　また、該撮影システムでは、第１の被写体までの距離を算出した後、第２の被写体にフ
ォーカシングしてから両被写体間の距離が求められるので、該被写体間距離が求められる
までに実際の被写体間距離が変化してしまう可能性がある。すなわち、マラソンレース等
で実際の被写体間距離が刻々と変化しても、これを迅速に反映した被写体間距離の算出を
行うことができない。
【０００７】
　また、特許文献２にて開示された測距装置では、現在の合焦状態に関係なく複数の測距
点において被写体距離を算出することは可能である。しかし、該複数の測距点から目的と
する被写体を選択することが必要となる。しかも、該測距装置では、複数のグループの中
から１つのグループが選択されるが、マラソン中継などの距離表示では少なくとも２つの
被写体（選手）を選択する必要がある。また、選手である主被写体以外に、選手ではない
人や、人と同等の大きさの被写体も同時に撮影される場合が多いため、グループの大きさ
で主被写体（選手）であるかどうかを判断するのは困難である。
【０００８】
　本発明は、複数の被写体から主被写体を自動的に選択することができ、かつ主被写体ま
での距離や被写体の速度等の被写体情報を表示することができるようにした撮影システム
及びレンズ装置を提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明の一側面としての撮影システムは、レンズ装置と、該レンズ装置を用いて撮影を
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行うカメラとを含む。該撮影システムは、撮影範囲内に設けられた複数の測距エリアのそ
れぞれにおいて被写体距離を算出する距離算出手段と、複数の測距エリアのそれぞれにお
いて、距離算出手段により算出された被写体距離に基づいて被写体速度を算出する速度算
出手段と、距離算出手段により算出された被写体距離、該被写体距離間の差、速度算出手
段により算出された被写体速度、及び該被写体速度間の差のうち少なくとも１つを表す被
写体情報を生成する情報生成手段と、複数の測距エリアのうち、速度算出手段により算出
された被写体速度が第１の範囲内である測距エリアを抽出する抽出手段と、カメラにより
生成された撮影映像と抽出手段により抽出された測距エリアに対応する被写体情報とを含
む出力映像を生成する出力映像生成手段とを有することを特徴とする。
【００１０】
　なお、距離算出手段、速度算出手段、情報生成手段及び抽出手段を含むレンズ装置も本
発明の他の一側面を構成する。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明によれば、互いに速度が異なる複数の被写体から主被写体を自動的に選択するこ
とができ、かつ主被写体までの距離や主被写体の速度等の被写体情報を表示することがで
きる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
　以下、本発明の好ましい実施例について図面を参照しながら説明する。
【実施例１】
【００１３】
　図１には、本発明の実施例１である撮影システムの構成を示している。該撮影システム
は、レンズ装置１と動画撮影用カメラ２とにより構成されている。レンズ装置（被写体撮
影用のレンズ装置）１は、カメラ２に対して着脱（交換）が可能である。
【００１４】
　カメラ２において、２０１はＣＣＤセンサやＣＭＯＳセンサ等により構成される撮像素
子（以下、ＣＣＤという）である。
【００１５】
　レンズ装置１において、１０１はレンズ鏡筒１０１であり、該レンズ鏡筒１０１は、不
図示のフォーカスレンズ、変倍レンズ及びアイリス等の光学調節部材を含む撮影光学系を
内蔵している。この撮影光学系は、フォーカスレンズが該撮影光学系のうち最も被写体側
に配置された、いわゆる前玉フォーカスタイプの撮影光学系である。
【００１６】
　レンズ鏡筒１０１には、フォーカスモータ１１０からの駆動力をフォーカスレンズに伝
達して該フォーカスレンズを光軸方向に移動させるフォーカス駆動リング１０２が設けら
れている。また、レンズ鏡筒１０１には、ズームモータ１１３からの駆動力を変倍レンズ
に伝達して該変倍レンズを光軸方向に移動させるズーム駆動リング１０３も設けられてい
る。
【００１７】
　レンズ装置１におけるレンズ鏡筒１０１の後方（像面側）には、ハーフミラー１０４が
設けられている。レンズ鏡筒１０１を通って（すなわち、レンズ装置１に入射して）ハー
フミラー１０４に到達した被写体からの光束は、ハーフミラー１０４を透過した光束とハ
ーフミラー１０４で反射された光束とに分割される。
【００１８】
　ハーフミラー１０４を透過した光束は、ＣＣＤ２０１に入射する。ハーフミラー１０４
で反射された光束は、レンズ装置１内におけるＣＣＤ２０１と共役な位置に設けられた焦
点検出部１０５に入射する。
【００１９】
　焦点検出部１０５は、不図示の複数対の二次結像レンズと、図２に示す位相差センサと
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してのＡＦセンサ１２０とを含む。ＡＦセンサ１２０上には、レンズ装置１を通してカメ
ラ２により撮影可能な範囲である撮影範囲（撮影画面）内に予め設定された複数の測距エ
リアに対応する複数対のラインセンサ（光電変換素子列）１２１が設けられている。
【００２０】
　各対のラインセンサ１２１上には、ハーフミラー１０４を反射して各対の二次結像レン
ズによって２つに分割された光束により一対の被写体像（以下、２像という）が形成され
る。各対のラインセンサ１２１は、該２像を光電変換して２つの像信号を出力する。上記
２像、つまりは２つの像信号は、レンズ装置１（撮影光学系）のフォーカス状態に応じた
位相差を有する。
【００２１】
　レンズ装置１が合焦状態にある場合は該２像間（被写体像間）の間隔に相当する位相差
は特定値を示し、いわゆる前ピンの場合は、位相差は該特定値よりも小さくなる。また、
いわゆる後ピンの場合は、位相差は該特定値よりも大きくなる。このように、焦点検出部
１０５（ＡＦセンサ１２０）は、レンズ装置１に入射した光により形成された被写体像（
２像）間の位相差を検出する機能を有する。
【００２２】
　各対のラインセンサ１２１からの２つの像信号は、焦点検出演算部１０６に入力される
。焦点検出演算部１０６は、該２つの像信号に対する相関演算を行い、該像信号間の位相
差を算出し、さらに該位相差に基づいてレンズ装置１のデフォーカス量を算出する。この
ようにして、ＡＦセンサ１２０に設けられた複数対のラインセンサ１２１に対応する複数
のデフォーカス量が算出される。算出された複数のデフォーカス量は、レンズ制御部（フ
ォーカス制御手段）１０７と被写体距離演算部（距離算出手段、情報生成手段及び測距位
置出力手段）１１４とに入力される。
【００２３】
　本実施例のレンズ装置１では、ユーザがマニュアルフォーカス（これについては後述す
る）によって被写体に対してピントを合わせると、さらにＡＦによって当該被写体に対し
てより高精度にピントを合わせる。このため、レンズ制御部１０７は、入力された複数の
デフォーカス量のうち最も小さいデフォーカス量をＡＦ用デフォーカス量として選択する
。
【００２４】
　なお、複数の測距エリアのうちピントを合わせたい測距エリアであるＡＦエリア（焦点
検出エリア）を、十字キー等の操作部材の操作によってユーザが任意に選択できるように
してもよい。この場合は、ＡＦエリアに含まれる一対のラインセンサを用いて得られたデ
フォーカス量をＡＦ用デフォーカス量として算出する。
【００２５】
　また、レンズ制御部１０７は、フォーカス位置検出部１０８を通じて、フォーカス駆動
リング１０２の回転位置、つまりはフォーカスレンズの位置を検出する。また、レンズ制
御部１０７は、ズーム位置検出器１１１を通じて、ズーム駆動リング１０３の回転位置、
つまりは変倍レンズの位置を検出する。
【００２６】
　レンズ制御部１０７は、検出したフォーカスレンズ及び変倍レンズの位置と上記ＡＦ用
デフォーカス量とに基づいて、フォーカスレンズの移動量を算出する。この移動量は、Ａ
Ｆ用デフォーカス量算出の基となった像信号を出力した一対のラインセンサ１２１上に２
像が形成された被写体に対して合焦を得るためのフォーカスレンズの移動量である。
【００２７】
　そして、レンズ制御部１０７は、該算出された移動量だけフォーカスレンズが光軸方向
に移動するように、フォーカスドライバ１０９を介してフォーカスモータ１１０を駆動し
、フォーカス駆動リング１０２を回転させる。これにより、ＡＦ（オートフォーカス）が
行われる。
【００２８】
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　本実施例のレンズ装置１では、ユーザにより操作される不図示のフォーカス操作部材（
フォーカススイッチ）からのフォーカス指令信号がレンズ制御部１０７に入力される。レ
ンズ制御部１０７は、該フォーカス指令信号に応じて、フォーカスドライバ１０９を介し
てフォーカスモータ１１０を駆動し、フォーカス駆動リング１０２を回転させる。これに
より、サーボ制御によるマニュアルフォーカスが行われる。
【００２９】
　また、ユーザにより操作される不図示のズーム操作部材（ズームスイッチ）からのズー
ム指令信号がレンズ制御部１０７に入力される。レンズ制御部１０７は、該ズーム指令信
号に応じて、ズームドライバ１１２を介してズームモータ１１３を駆動し、ズーム駆動リ
ング１０３を回転させる。これにより、変倍レンズが移動し、サーボ制御によるマニュア
ルズームが行われる。
【００３０】
　ここで、図３には、撮影範囲内での測距エリアの設定例を示す。被写体距離演算部１１
４は、複数の測距エリアの位置（座標、撮影範囲内での座標、撮影画面内での座標等に対
応する位置情報）と、該測距エリアの形状（大きさ）を記憶保持している。
【００３１】
　図３には、撮影範囲における上部及び下部のそれぞれに５つずつ横方向に並んだ１０の
測距エリアと、上下方向中央において横方向に並んだ６つの測距エリアとが設定された例
を示す。上部左側から順に測距エリア１～５、中央部左側から順に測距エリア６～１１、
下部左側から順に測距エリア１２～１６とする。被写体距離演算部１１４での設定内容を
変更することで、測距エリアの位置、大きさ及び数のうち少なくとも１つの変更も可能で
ある。このため、図２に示したＡＦセンサ１２０では、撮影範囲内において測距エリアの
位置、大きさ及び数をユーザが高い自由度で選択できるように、多数のラインセンサ１２
１が配置されている。
【００３２】
　各測距エリアは、複数対のラインセンサ１２１を含むように設定されている。図３では
、図２に示したラインセンサ１２１を点線で示している。
【００３３】
　被写体距離演算部１１４には、焦点検出演算部１０６から、ＡＦセンサ１２０上の複数
対のラインセンサ１２１を用いて得られた複数のデフォーカス量が入力される。被写体距
離演算部１１４は、各測距エリアに含まれる複数対のラインセンサ１２１の中から選択さ
れた一対のラインセンサ１２１を用いて得られたデフォーカス量に基づいて、測距エリア
ごとに被写体までの距離（被写体距離）を以下のように算出する。言い換えれば、位相差
センサであるＡＦセンサ１２０からの出力に基づいて、被写体距離を算出する。
【００３４】
　ここで、被写体距離とは、レンズ装置１（の撮像素子の入射面又は最も被写体側のレン
ズ面）と被写体との距離を表している。「一対のラインセンサ１２１」の選択方法につい
ては後述する。ＡＦセンサ１２０をＡＦ（フォーカス制御）用のデフォーカス量を算出す
るためのセンサと、被写体距離を算出するためのセンサとして兼用することで、これらを
別々に設ける場合に比べて、レンズ装置１の構成を簡略化することができる。
【００３５】
　被写体距離演算部１１４は、各測距エリアでのデフォーカス量と、フォーカス位置検出
部１０８により検出された現在のフォーカスレンズ位置と、ズーム位置検出器１１１によ
り検出された現在の変倍レンズ位置とを取り込む。次に、デフォーカス量と現在のフォー
カスレンズ位置から、その測距エリアに含まれる被写体に対して合焦するフォーカスレン
ズ位置（合焦フォーカスレンズ位置）を算出する。そして、合焦フォーカスレンズ位置と
現在の変倍レンズ位置とに基づいて、被写体距離を算出する。
【００３６】
　なお、図１では、被写体距離演算部１１４とフォーカス位置検出部１０８及びズーム位
置検出器１１１を接続するラインは図示を省略している。
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【００３７】
　被写体距離記憶部１１５は、被写体距離演算部１１４により算出された各測距エリアで
の被写体距離を記憶する。
【００３８】
　被写体速度演算部（速度算出手段）１１６は、各測距エリアでの被写体のレンズ装置１
に対する移動速度（相対速度）である被写体速度を算出する。具体的には、被写体距離演
算部１１４により算出された各測距エリアでの現在の被写体距離と、被写体距離記憶部１
１５に保持された各測距エリアでの前回（現在よりも所定時間前）の被写体距離との差分
に基づいて被写体速度を算出する。
【００３９】
　測距エリア抽出部（抽出手段）１１７は、測距エリア１～１６のうち、カメラ２により
生成された撮影映像に重畳される被写体情報を生成する対象（抽出対象：以下、情報表示
対象という）となる測距エリアを抽出する。測距エリア抽出部１１７は、該抽出のための
判断基準となる抽出条件を予め記憶保持している。抽出条件については後述する。
【００４０】
　また、ここにいう「被写体情報」とは、被写体距離演算部１１４により算出された被写
体距離、該被写体距離間の差（相対距離）、被写体速度演算部１１６により算出された被
写体速度、及び該被写体速度間の差（相対速度）のうち少なくとも１つをいう。本実施例
では、被写体情報として被写体距離（被写体距離情報ともいう）を撮影映像に重畳表示す
る。
【００４１】
　測距エリア抽出部１１７は、レンズ通信部１１８と接続されている。レンズ通信部１１
８は、カメラ２に設けられたカメラ通信部２０４とシリアル通信によるデータの送受信を
行う。レンズ通信部１１８は、情報表示対象として抽出された測距エリアの被写体距離情
報と該測距エリアの座標情報（位置情報）をカメラ通信部２０４に送信する。
【００４２】
　なお、焦点検出演算部１０６、レンズ制御部１０７、被写体距離演算部１１４、被写体
距離記憶部１１５、被写体速度演算部１１６、測距エリア抽出部１１７及びレンズ通信部
１１８は、レンズＣＰＵ１３０内に構成されている。
【００４３】
　図１に点線で示す１１９は、後述する実施例において用いられる除外測距エリア選択ス
イッチである。
【００４４】
　カメラ２において、ＣＣＤ２０１から出力された信号は、映像信号処理部２０２に入力
される。映像信号処理部２０２は、ＣＣＤ２０１から出力された信号に対して各種処理を
行い、撮影映像信号（撮影映像）を生成する。該撮影映像信号は、画像合成部（出力映像
生成手段）２０３に出力される。
【００４５】
　画像合成部２０３には、カメラ通信部２０４を介してレンズ装置１から入力された被写
体距離情報と測距エリア座標情報が入力される。画像合成部２０３は、撮影映像信号に被
写体距離情報を合成して出力映像信号（出力映像）を生成する。具体的には、撮影映像の
うち測距エリア座標情報に応じた位置に被写体距離情報を重畳した出力映像を生成する。
この測距エリア座標情報に応じた位置とは、測距エリアからの距離が画面対角長の１／５
以内の位置、或いは被写体距離情報の少なくとも一部が測距エリアと重なる位置、或いは
被写体距離情報の全てが測距エリア内に入る位置であることが望ましい。この出力映像信
号は、表示部２０５や外部に出力される。
【００４６】
　映像信号処理部２０２、画像合成部２０３及びカメラ通信部２０４は、カメラＣＰＵ２
１０内に構成されている。
【００４７】
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　図４には、図３に示した測距エリア１～１６（図には点線で示す）が設定されている場
合でのマラソンの撮影映像を示している。ここでは、先頭を走っている選手Ａと、該選手
Ａよりも後方を走っている選手Ｂとが撮影されている様子を示している。選手Ａはレンズ
装置１から２０ｍの距離に位置し、選手Ｂはレンズ装置１から３０ｍの距離に位置する。
【００４８】
　本実施例では、抽出条件として、図４に示す撮影構図に適した条件が設定されている。
マラソン中継での撮影形態の１つとして、選手と一定の間隔を保ちながら中継車を走らせ
、中継車から選手を撮影する形態がある。この場合のレンズ装置１に対する選手が存在し
得るおおよその速度範囲は容易に求められる。このため、本実施例では、レンズ装置１に
対する選手の速度が所定の速度範囲（第１の範囲：以下、速度範囲ＳＡという）内である
ことを抽出条件として設定する。速度範囲ＳＡは、レンズ装置１と選手との相対速度の範
囲である。
【００４９】
　測距エリア１～１６のうち走行中の選手が存在する測距エリアで得られる被写体速度は
、ある一定の範囲である速度範囲ＳＡ内（第１の範囲内）に含まれる。一方、選手が存在
しない測距エリアで得られる被写体速度は、選手が存在する測距エリアで得られる被写体
速度とは大きく異なる（速い）。したがって、撮影条件に応じて速度範囲ＳＡを設定する
ことにより、撮影の対象（主被写体）である選手と、その他の被写体とを識別することが
可能となる。
【００５０】
　本実施例では、速度範囲ＳＡを－１０ｍ／ｓｅｃ～１０ｍ／ｓｅｃとする。この場合は
、ある測距エリア内の被写体（フォーカス制御対象となっている測距エリア内の被写体）
の速度よりも１０ｍ／ｓｅｃ遅い被写体（測距エリア）から１０ｍ／ｓｅｃ速い被写体（
測距エリア）までが速度範囲ＳＡに含まれることとなる。速度範囲ＳＡは任意に変更する
ことができる。
【００５１】
　図５のフローチャートには、レンズ装置１におけるＡＦ処理と被写体距離及び被写体速
度の算出処理の流れを示す。レンズＣＰＵ１３０は、これらの処理を、不図示のメモリに
格納されたコンピュータプログラムに従って制御する。
【００５２】
　レンズ装置１に電源が入ると、レンズＣＰＵ１３０の処理は、ステップＳ１に進み、焦
点検出部１０５のＡＦセンサ１２０を駆動する。そして、ステップＳ２では、焦点検出演
算部１０６は、焦点検出演算として、各対のラインセンサ１２１で得られた位相差に基づ
いてデフォーカス量の算出を行う。そして、レンズ制御部１０７は、焦点検出演算部１０
６から入力された複数のデフォーカス量のうち最も小さいデフォーカス量をＡＦ用デフォ
ーカス量として選択する。
【００５３】
　次に、ステップＳ３では、レンズ制御部１０７は、現在のフォーカスレンズ位置をフォ
ーカス位置検出部１０８により確認し、ＡＦ用デフォーカス量が合焦範囲内の値か否かを
判断する。ＡＦ用デフォーカス量が合焦範囲内の値である場合には、レンズ制御部１０７
は、現在が合焦状態であるとみなしてステップＳ４に進み、フォーカスレンズを停止させ
ておく。そして、レンズＣＰＵ１３０の処理は、ステップＳ７に進む。
【００５４】
　一方、ＡＦ用デフォーカス量が合焦範囲内の値でない場合は、レンズ制御部１０７はス
テップＳ５に進み、該ＡＦ用デフォーカス量と現在のフォーカスレンズ位置とから合焦フ
ォーカスレンズ位置を算出する。そして、レンズ制御部１０７は、フォーカスレンズを合
焦フォーカスレンズ位置に移動させるためにフォーカスドライバ１０９に与えるフォーカ
ス駆動信号を生成する。
【００５５】
　次に、ステップＳ６では、レンズ制御部１０７は、フォーカスドライバ１０９にフォー
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カス駆動信号を出力する。これにより、フォーカスモータ１１０が駆動され、フォーカス
駆動リング１０２が回転し、フォーカスレンズが合焦フォーカスレンズ位置まで移動する
。そして、レンズＣＰＵ１３０の処理は、ステップＳ７に進む。
【００５６】
　ステップＳ７では、被写体距離演算部１１４は、図３に示した測距エリア１～１６のう
ち、まず測距エリア１を選択する。
【００５７】
　次に、ステップＳ８では、被写体距離演算部１１４は、選択された測距エリアに含まれ
る複数対のラインセンサ１２１から測距演算に用いる一対のラインセンサを選択する。具
体的には、被写体距離演算部１１４は、各対のラインセンサ１２１から出力された２つの
像信号の合致度を求める相関演算を行う。そして、該２つの像信号の合致度が最も高い一
対のラインセンサを測距用の一対のラインセンサとして選択する。
【００５８】
　ステップＳ９では、被写体距離演算部１１４は、測距用の一対のラインセンサからの２
つの像信号の位相差に基づいて得られたデフォーカス量と現在のフォーカスレンズ位置及
び変倍レンズ位置とを用いて、選択された測距エリアでの被写体距離を算出する。
【００５９】
　ステップＳ１０では、被写体速度演算部１１６は、各測距エリアにおいて、被写体距離
演算部１１４で得られた現在の被写体距離と被写体距離記憶部１１５で保持されている前
回の被写体距離との差分に基づいて、被写体速度を算出する。
【００６０】
　ステップＳ１１では、被写体距離記憶部１１５は、被写体距離演算部１１４で得られた
各測距エリアでの被写体距離を記憶する。
【００６１】
　ステップＳ１２では、被写体距離演算部１１４は、すべての測距エリア１～１６での被
写体距離と被写体速度の算出が完了したか否かを判断し、完了していなければステップＳ
１３に進み、次の測距エリアを選択してステップＳ８～Ｓ１１までの処理を繰り返す。す
べての測距エリアでの被写体距離の算出が完了していれば、本処理を終了する。
【００６２】
　図６のフローチャートには、レンズ装置１における測距エリア抽出処理の流れを示す。
レンズＣＰＵ１３０は、これらの処理を、不図示のメモリに格納されたコンピュータプロ
グラムに従って制御する。
【００６３】
　ステップＳ２０において図５のステップＳ１～Ｓ６でのＡＦ処理が行われ、さらにステ
ップＳ２１でステップＳ７～Ｓ１３でのすべての測距エリアでの被写体距離及び被写体速
度の算出処理が行われると、処理はステップＳ２２へ進む。
【００６４】
　ステップＳ２２では、レンズＣＰＵ１３０内の測距エリア抽出部１１７は、図３に示し
た測距エリア１～１６のうち、まず測距エリア１を選択する。
【００６５】
　次に、ステップＳ２３では、測距エリア抽出部１１７は、選択された測距エリアの被写
体速度が速度範囲Ａ内にあるか否か、すなわち該測距エリアが情報表示対象か否かを判定
する。選択された測距エリアの被写体速度が速度範囲Ａ内にある場合は、ステップＳ２４
に進み、該測距エリアを情報表示対象の測距エリアとして設定する。そして、レンズＣＰ
Ｕ１３０の処理は、ステップＳ２５に進む。選択された測距エリアの被写体速度が速度範
囲Ａ内でない場合は、該測距エリアは情報表示対象ではないと判定して、そのままステッ
プＳ２５へと進む。
【００６６】
　ステップＳ２５では、測距エリア抽出部１１７は、すべての測距エリア１～１６に対し
て情報表示対象か否かの判定が完了したか否かを判断し、完了していなければステップＳ
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２６に進み、次の測距エリアを選択してステップＳ２３～Ｓ２５の処理を繰り返す。すべ
ての測距エリアに対する情報表示対象か否かの判定が完了していれば、ステップＳ２７に
進む。
【００６７】
　ここまでの処理で、速度範囲ＳＡによる測距エリアの抽出が完了する。図７には、図４
に示した撮影構図において、速度範囲ＳＡによる測距エリア抽出が行われた様子を示す。
速度範囲ＳＡを－１０ｍ／ｓｅｃ～１０ｍ／ｓｅｃとした場合、主被写体である選手Ａと
選手Ｂをカバーしている測距エリア（実線で示す）７，１５は情報表示対象として設定さ
れる。一方、それ以外の被写体である背景をカバーしている測距エリア（点線で示す）は
情報表示対象から外れる。
【００６８】
　ステップＳ２７では、測距エリア抽出部１１７は、情報表示対象として設定された測距
エリア７，１５のそれぞれの被写体距離情報と座標情報とをレンズ通信部１１８を介して
カメラ２に送信する。該送信が完了すると、レンズＣＰＵ１３０は、再びステップＳ２０
からの処理を繰り返す。
【００６９】
　図８には、被写体距離情報と測距エリアの座標情報とを受け取ったカメラ２の画像合成
部２０３において生成された出力映像を示す。この出力映像は、表示部２０５に表示され
たり、外部に出力されて放送されたりする。このことは、後述する他の実施例でも同じで
ある。また、ＡＦによるピントは選手Ａに合っている。
【００７０】
　カメラ２により生成された撮影映像のうち、情報表示対象として設定された測距エリア
７，１５に対応した位置（つまりは座標情報に応じた位置）７′，１５′に、被写体距離
を示す文字「２０ｍ」，「３０ｍ」が重畳表示されている。
【００７１】
　このように、本実施例では、情報表示対象の抽出条件である速度範囲ＳＡを予め設定し
ておくことにより、複数の被写体から距離表示を行いたい被写体のみの被写体距離を撮影
映像とともに表示することができる。言い換えれば、撮影者が被写体や測距エリアを選択
する等の操作を行わなくても、自動的に距離表示（情報表示）を行うべき被写体又は測距
エリアを選択することができる。したがって、マラソン中継において撮影者が測距を行う
ためのフォーカシング操作を行うことなく、容易に選手までの距離を提示することが可能
となる。
【００７２】
　なお、本実施例では、各測距エリア内に複数対のラインセンサが含まれている場合に、
２つの像信号の合致度が最も高い一対のラインセンサを選択し、該一対のラインセンサを
用いて得られた位相差に基づいて被写体距離を算出した。しかし、被写体距離の算出方法
はこれに限られない。
【００７３】
　例えば、各測距エリア内の複数対のラインセンサそれぞれにより得られた位相差に基づ
いて複数の被写体距離を算出し、その平均値を当該測距エリアでの被写体距離としてもよ
い。また、各測距エリア内に設けられた複数対のラインセンサを用いて得られた複数の被
写体距離に対して、該ラインセンサの位置に応じた重み付けをし、重み付け後の被写体距
離から所定の規則に従って１つの被写体距離を選択又は生成するようにしてもよい。
【００７４】
　また、本実施例では、速度範囲ＳＡを予め設定しておく場合について説明したが、速度
範囲ＳＡの設定方法はこれに限られない。例えば、現在フォーカス制御に使用されている
測距エリアでの被写体速度を算出し、この被写体速度を基準として速度範囲ＳＡを設定し
てもよい。
【００７５】
　また、本実施例では、情報表示対象として設定された測距エリアごとの被写体距離情報
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と座標情報とをレンズ通信部１１８を介してカメラ２に送信する場合について説明した。
しかし、該測距エリアごとの被写体速度情報と座標情報とをカメラ２に送信するようにし
てもよい。この場合、被写体速度演算部１１６が情報生成手段として機能し、カメラ２に
より生成された撮影映像のうち情報表示対象として設定された測距エリアに対応した位置
に、被写体速度を示す文字が重畳表示される。その他、被写体距離間の差（相対距離）や
被写体速度間の差（相対速度）の情報をカメラ２に送信し、例えば、第２位の選手の位置
に、該第２位の選手と第１位の選手との相対距離や相対速度を表示してもよい。
【００７６】
　また、被写体速度、被写体距離間の差、被写体速度及び被写体速度間の差のうち少なく
とも２つを同時に又は切り換えて撮影映像に重畳表示させてもよい。
【００７７】
　また、本実施例では、レンズ装置１とカメラ２間でシリアル通信を行う場合について説
明したが、通信方法はこれに限られない。このことは後述する他の実施例でも同様である
。
【００７８】
　また、本実施例では、マラソン中継において、選手と一定の間隔を保ちながら中継車を
走らせ、中継車から選手を撮影するという撮影条件であるため、得られる被写体速度は中
継車（レンズ装置１）と選手との相対速度である。しかし、中継車の速度をレンズ装置１
に外部から入力し、該相対速度に加算することで、選手の絶対速度を得ることができ、該
絶対距離を撮影映像に重畳表示することができる。このことは、後述する他の実施例でも
同様である。
【００７９】
　また、本実施例では、中継車に撮影システムを設置して選手を撮影する場合について説
明したが、撮影システムを地上に固定して撮影を行う場合でも本発明を適用することがで
きる。この場合、速度範囲ＳＡを適切に設定することによって、選手と選手以外の被写体
とを区別して、情報表示対象とする測距エリアを自動抽出することが可能である。さらに
、撮影システムを地上に固定して撮影する場合、絶対速度としての被写体速度を得ること
が可能である。このため、陸上競技中継や競馬中継において、地面に固定した撮影システ
ムから走者や馬を撮影する場合等、様々な撮影条件に対して本発明を適用することが可能
である。このことは、後述する他の実施例においても同様である。
【００８０】
　また、本実施例で示した測距系は、焦点検出部１０５をレンズ装置の内部に構成し、撮
影光学系からの光を使用する、いわゆるＴＴＬ方式の測距系であるが、本発明はこれに限
定されない。例えば、測距エリア内の被写体までの被写体距離を、レンズ装置の外部に設
けた（レンズ装置の撮影光学系とは別の光学系からの光を受ける）外測用の測距センサ（
外測センサ）を用いて被写体距離を測定してもよい（外測方式）。このことは、後述する
他の実施例でも同様である。
【実施例２】
【００８１】
　本発明の実施例２について、図９～図１３を用いて説明する。マラソンでは、複数の選
手が集団として走っている場合が多い。集団として走っている選手群を撮影する場合、該
選手群を２以上の測距エリアによりカバーすることが多い。この場合、実施例１で説明し
た抽出条件では、速度範囲ＳＡの条件を満たす測距エリアが２以上存在すると、これら測
距エリアのすべてに距離表示がなされてしまい、見にくい出力映像が提供されてしまう。
このため、本実施例では、このような場合に適した抽出条件について説明する。
【００８２】
　図９には、集団として走っている複数の選手が含まれる撮影映像を示している。実施例
１と同様に、中継車から該複数の選手を撮影している。ここでは、先頭を走っている選手
Ａと、該選手Ａよりも後方を走っている３人の選手が形成する第２位の集団Ｂとが撮影さ
れている。選手Ａは、レンズ装置１から２０ｍの距離に位置し、レンズ装置１に対して０
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ｍ／ｓｅｃの相対速度で走っている。また、集団Ｂの選手は、左側の選手から３１ｍ、３
０ｍ、３２ｍの距離に位置し、レンズ装置１に対して３．３ｍ／ｓｅｃ、３．０ｍ／ｓｅ
ｃ、３．７ｍ／ｓｅｃの相対速度で走っている。つまり、選手Ａに対して後続の集団Ｂの
各選手が追い上げている。
【００８３】
　２以上の測距エリアが同一選手をカバーしている場合や距離差が小さい選手群の集団を
カバーしている場合には、いずれも１つの距離表示を行うのみで十分である。そこで、本
実施例では、同一選手又は選手群の集団と判断できる所定の速度差の範囲（第２の範囲：
以下、速度範囲ＳＢという）も抽出条件として設定する。速度範囲ＳＢは、各測距エリア
にて算出される被写体速度間の差の範囲である。本実施例では、速度範囲ＳＡを－１０ｍ
／ｓｅｃ～１０ｍ／ｓｅｃとし、速度範囲Ｂを－１ｍ／ｓｅｃ～１ｍ／ｓｅｃとする。な
お、これらの速度範囲ＳＡ，ＳＢは任意に変更することができる。
【００８４】
　速度範囲ＳＡにより情報表示対象として設定された測距エリアのうち、速度範囲ＳＢ内
（第２の範囲内）の速度差が算出される測距エリアを１つのグループとみなし、各グルー
プから代表的な１つの測距エリアを選択する。これにより、先頭を走っている選手Ａを含
むグループと集団Ｂを含むグループとにグループ分けされ、グループごとに１つの距離表
示がなされることになる。
【００８５】
　本実施例における撮影システムの構成、ＡＦセンサの構成及び測距エリアの配置は、実
施例１の図１、図２及び図３に示したものと同じであり、実施例１と共通する構成要素に
は実施例１と同符号を付す。
【００８６】
　図１０のフローチャートには、本実施例のレンズＣＰＵ１３０における測距エリア抽出
処理の流れを示す。レンズＣＰＵ１３０は、これらの処理を、不図示のメモリに格納され
たコンピュータプログラムに従って制御する。
【００８７】
　ステップＳ２０，Ｓ２１では、レンズＣＰＵ１３０は、実施例１の図６に示したように
、ＡＦ処理と被写体距離及び被写体速度の算出処理とを行う。
【００８８】
　次に、ステップＳ３０では、測距エリア抽出部１１７は、実施例１のステップＳ２２～
Ｓ２６と同様に、速度範囲ＳＡによる測距エリアの抽出処理を行う。
【００８９】
　ここまでの処理で、速度範囲ＳＡによる測距エリアの抽出が完了する。図１１には、図
９に示した撮影構図において、速度範囲ＳＡによる測距エリアの抽出が行われた様子を示
す。主被写体である選手Ａと集団Ｂをカバーしている測距エリア（実線で示す）７，１２
～１６は情報表示対象として設定され、それ以外の被写体である背景をカバーしている測
距エリア（点線で示す）は情報表示対象から外れる。
【００９０】
　次に、速度範囲ＳＢによる測距エリアの抽出について説明する。ステップＳ３１では、
測距エリア抽出部１１７は、速度範囲ＳＡにより情報表示対象として設定された測距エリ
アを被写体速度が遅い順に並べる。ここでは、最も遅い被写体速度の測距エリアをｍｉｎ
１とし、被写体速度が遅い順に、ｍｉｎ２，ｍｉｎ３，…とする。以下の説明では、ｍｉ
ｎの後の番号（１，２，３，…）を変数Ｙとする。
【００９１】
　次に、ステップＳ３２では、測距エリア抽出部１１７は、Ｙに初期値０を代入する。次
に、ステップＳ３３では、測距エリア抽出部１１７は、Ｙを１だけインクリメントする。
【００９２】
　次に、ステップＳ３４では、測距エリア抽出部１１７は、ｍｉｎＹとｍｉｎ（Ｙ＋１）
の被写体速度間の差（以下、単に速度差という）を計算し、その速度差が速度範囲ＳＢ内



(13) JP 5038283 B2 2012.10.3

10

20

30

40

50

であるか否かを判定する。速度範囲ＳＢ内である場合は、ステップＳ３５に進み、ｍｉｎ
（Ｙ＋１）の測距エリアを情報表示対象から除外して、ステップＳ３６に進む。一方、速
度差が速度範囲ＳＢ内でない場合は、ｍｉｎ（Ｙ＋１）の測距エリアを情報表示対象とし
て設定したままステップＳ３６に進む。
【００９３】
　ステップＳ３６では、測距エリア抽出部１１７は、速度範囲ＳＡにより情報表示対象と
したすべての測距エリアに対する速度範囲ＳＢの判定を完了したか否かを判定する。完了
していない場合は、ステップＳ３３に戻って、ステップＳ３３～Ｓ３６の処理を繰り返す
。完了していれば、ステップＳ２７に進む。
【００９４】
　ここまでの処理で、速度範囲ＳＢによる測距エリアの抽出が完了する。図１２には、図
１１に示した情報表示対象である測距エリアの中から、速度範囲ＳＢによって最終的な情
報表示対象として抽出された測距エリア７，１５を示す。測距エリア（点線で示す）１２
，１３は、測距エリア７に対する速度差が小さいため（つまりは同一被写体をカバーする
測距エリアであるため）、情報表示対象から除外される。また、測距エリア（点線で示す
）１４，１６は測距エリア１５に対する距離差が小さいため（つまりは集団をカバーする
測距エリアであるため）、情報表示対象から除外される。したがって、選手Ａを含むグル
ープと集団Ｂを含むグループにおいて、それぞれ１つずつの測距エリア（実線で示す）７
，１５が最終的な情報表示対象として設定される。
【００９５】
　ステップＳ２７では、測距エリア抽出部１１７は、実施例１と同様に、情報表示対象と
して設定された測距エリア７，１５のそれぞれの被写体距離情報と座標情報とをレンズ通
信部１１８を介してカメラ２に送信する。該送信が完了すると、レンズＣＰＵ１３０は、
再びステップＳ２０からの処理を繰り返す。
【００９６】
　図１３には、被写体距離情報と座標情報とを受け取ったカメラ２の画像合成部２０３に
おいて生成された出力映像を示す。ＡＦによるピントは選手Ａに合っている。カメラ２に
より生成された撮影映像のうち、情報表示対象として設定された測距エリア７，１５に対
応した位置（つまりは座標情報に応じた位置）７′，１５′に、被写体距離を示す文字「
２０ｍ」，「３０ｍ」が重畳表示されている。
【００９７】
　本実施例では、抽出条件である速度範囲ＳＡ及び速度範囲ＳＢを予め設定し、速度範囲
ＳＡを満足する複数の測距エリアを互いに速度の異なる（それぞれ速度範囲ＳＢを満足す
る）複数のグループに分ける。そして、各グループを代表する測距エリアを情報表示対象
として設定することで、グループごとに１つの被写体距離を撮影映像とともに表示するこ
とができる。
【００９８】
　なお、本実施例では、速度範囲ＳＢを満足する測距エリアが２以上ある場合は、該２以
上の測距エリアのうち最も被写体速度が遅い測距エリアが情報表示対象として設定される
場合について説明した。しかし、該２以上の測距エリアの中から、被写体速度が比較的安
定している選手の頭部を測距している（例えば、撮影画面での最上部の）測距エリアを情
報表示対象として設定してもよい。また、該２以上の測距エリアでの被写体速度の平均値
をこれら測距エリアの被写体速度としてもよい。
【実施例３】
【００９９】
　本発明の実施例３について、図１１、図１２及び図１４を用いて説明する。本実施例で
は、抽出条件として、実施例１で説明した速度範囲ＳＡに加え、距離範囲（第３の範囲）
Ｃを設け、該距離範囲Ｃ内（第３の範囲内）に含まれる測距エリアを１つのグループとみ
なす。そして、１つのグループから代表的な１つの測距エリアを情報表示対象として設定
し、他の測距エリアを情報表示対象から除外する。これにより、実施例２と同様に、先頭
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を走っている選手Ａを含むグループと集団Ｂ（速度範囲ＳＡを満たす測距エリアが２以上
存在する）を含むグループとにグループ分けされ、グループごとに１つの距離表示がなさ
れることになる。
【０１００】
　距離範囲Ｃは、各測距エリアにて算出される被写体距離の差（以下、単に距離差という
）の範囲である。本実施例では、速度範囲ＳＡを－１０ｍ／ｓｅｃ～１０ｍ／ｓｅｃとし
、距離範囲Ｃを０ｍ～２ｍとする。速度範囲ＳＡ及び距離範囲Ｃは、任意に変更すること
ができる。
【０１０１】
　本実施例における撮影システムの構成、ＡＦセンサの構成及び測距エリアの配置は、実
施例１の図１、図２及び図３に示したものと同じであり、実施例１と共通する構成要素に
は実施例１と同符号を付す。
【０１０２】
　図１４のフローチャートには、本実施例のレンズＣＰＵ１３０における測距エリア抽出
処理の流れを示す。レンズＣＰＵ１３０は、これらの処理を、不図示のメモリに格納され
たコンピュータプログラムに従って制御する。
【０１０３】
　ステップＳ２０，Ｓ２１では、レンズＣＰＵ１３０は、実施例１の図６に示したように
、ＡＦ処理と被写体距離及び被写体速度の算出処理とを行う。
【０１０４】
　次に、ステップＳ３０では、測距エリア抽出部１１７は、実施例１のステップＳ２２～
Ｓ２６と同様に、速度範囲ＳＡによる測距エリアの抽出処理を行う。
【０１０５】
　次に、ステップＳ４０では、測距エリア抽出部１１７は、速度範囲ＳＡにより情報表示
対象として設定された測距エリアを被写体距離が短い順に並べる。ここでは、最も被写体
距離が短い（最至近の）測距エリアをｍｉｎ１とし、被写体距離が短い順に、ｍｉｎ２，
ｍｉｎ３，…とする。以下の説明では、ｍｉｎの後の番号（１，２，３，…）を変数Ｙと
する。
【０１０６】
　次に、ステップＳ４１では、測距エリア抽出部１１７は、Ｙに初期値０を代入する。次
に、ステップＳ４２では、測距エリア抽出部１１７は、Ｙを１だけインクリメントする。
【０１０７】
　次に、ステップＳ４３では、測距エリア抽出部１１７は、ｍｉｎ（Ｙ＋１）とｍｉｎＹ
の距離差を計算し、その距離差が距離範囲Ｃ内であるか否かを判定する。距離範囲Ｃ内で
ある場合は、ステップＳ４４で、ｍｉｎ（Ｙ＋１）の測距エリアを情報表示対象から除外
して、ステップＳ４５に進む。また、距離範囲Ｃ内ではない場合は、ｍｉｎ（Ｙ＋１）の
測距エリアを情報表示対象として設定したままステップＳ４５に進む。
【０１０８】
　ステップＳ４５では、測距エリア抽出部１１７は、速度範囲ＳＡにより情報表示対象と
したすべての測距エリアに対する距離範囲Ｃの判定を完了したか否かを判定する。完了し
ていない場合は、ステップＳ４２に戻って、ステップＳ４２～Ｓ４５の処理を繰り返す。
完了していれば、ステップＳ２７に進む。
【０１０９】
　ここまでの処理で、距離範囲Ｃによる測距エリアの抽出が完了する。図１１に示した速
度範囲ＳＡにより情報表示対象とされた測距エリアのうち、測距エリア１２，１３は、測
距エリア７に対する距離差が小さいため（つまりは同一被写体をカバーする測距エリアで
あるため）、図１２に示すように情報示対象から除外される。また、測距エリア１４，１
６は測距エリア１５に対する距離差が小さいため（つまりは集団をカバーする測距エリア
であるため）、情報表示対象から除外される。したがって、選手Ａを含むグループと集団
Ｂを含むグループにおいて、それぞれ１つずつの測距エリア（実線で示す）７，１５が最
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終的な情報表示対象として設定される。
【０１１０】
　ステップＳ２７では、測距エリア抽出部１１７は、実施例２と同様に、情報表示対象と
して設定された測距エリア７，１５のそれぞれの被写体距離情報と座標情報とをレンズ通
信部１１８を介してカメラ２に送信する。該送信が完了すると、レンズＣＰＵ１３０は、
再びステップＳ２０からの処理を繰り返す。
【０１１１】
　被写体距離情報と座標情報とを受け取ったカメラ２の画像合成部２０３において生成さ
れた出力映像は、実施例２と同様に、図１３に示すようになる。カメラ２により生成され
た撮影映像のうち、情報表示対象として設定された測距エリア７，１５に対応した位置７
′，１５′に、被写体距離を示す文字「２０ｍ」，「３０ｍ」が重畳表示されている。
【０１１２】
　本実施例では、抽出条件である速度範囲ＳＡ及び距離範囲Ｃを予め設定し、速度範囲Ｓ
Ａを満足する複数の測距エリアを互いに距離の異なる（それぞれ距離範囲Ｃを満足する）
複数のグループに分ける。そして、各グループを代表する測距エリアを情報表示対象とし
て設定することで、グループごとに１つの被写体距離を撮影映像とともに表示することが
できる。
【０１１３】
　なお、本実施例では、距離範囲Ｃを満足する測距エリアが２以上ある場合は、該２以上
の測距エリアのうち最も被写体距離が短い測距エリアが情報表示対象として設定される場
合について説明した。しかし、該２以上の測距エリアの中から、被写体距離が比較的安定
している選手の頭部を測距している（例えば、撮影画面での最上部の）測距エリアを情報
表示対象として設定してもよい。また、該２以上の測距エリアでの被写体距離の平均値を
これら測距エリアの被写体距離としてもよい。
【０１１４】
　以上説明した各実施例は代表的な例にすぎず、本発明の実施に際しては、各実施例に対
して種々の変形や変更が可能である。
【０１１５】
　例えば、実施例１～３にて説明した抽出条件を組み合わせて、最終的な情報表示対象と
なる測距エリアを設定してもよい。また、様々な撮影構図に対応するために、実施例１～
３にて説明した抽出条件をスイッチ等の操作部材の操作に応じて選択的に設定可能として
もよい。
【０１１６】
　また、マラソンにおいては、事前に撮影構図がほぼ決まっているため、側道の観戦者が
映り込む位置を予測することができる。側道の観戦者が選手に合わせて走っている場合に
、該観戦者に対して距離表示が行われる可能性がある。そこで、予め観戦者が映り込む位
置の測距エリアを情報表示対象から除外することで、観戦者に対する距離表示を防ぐこと
ができる。この場合、図１に点線で示すように、情報表示対象から除外する測距エリア（
除外測距エリア）を撮影者が任意に選択するための除外測距エリア選択スイッチ（選択手
段）１１９を設けるとよい。
【０１１７】
　さらに、本発明では、被写体距離演算部１１４、被写体距離記憶部１１５、被写体速度
演算部１１６及び測距エリア抽出部１１７がレンズ装置１内に設けられている場合につい
て説明したが、これらのうち少なくとも１つをカメラ２内に設けてもよい。また、被写体
距離演算部１１４、被写体距離記憶部１１５、被写体速度演算部１１６及び測距エリア抽
出部１１７を、レンズ装置１及びカメラ２とは異なる装置であって撮影システムの一部を
構成する外部装置に設けてもよい。
【図面の簡単な説明】
【０１１８】
【図１】本発明の実施例１である撮影システムの構成を示すブロック図。
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【図２】実施例１におけるＡＦセンサの構成を示す図。
【図３】実施例１における測距エリアの例を示す図。
【図４】実施例１における撮影映像の例を示す図。
【図５】実施例１におけるＡＦ処理と被写体距離及び被写体速度の算出処理の流れを示す
フローチャート。
【図６】実施例１における測距エリア抽出処理の流れを示すフローチャート。
【図７】実施例１における速度範囲Ａによる対象設定の例を示す図。
【図８】実施例１における距離情報の表示例を示す図。
【図９】本発明の実施例２における撮影映像の例を示す図。
【図１０】実施例２における測距エリア抽出処理の流れを示すフローチャート。
【図１１】実施例２における速度範囲Ａによる対象設定の例を示す図。
【図１２】実施例２における速度範囲Ｂによる対象設定の例を示す図。
【図１３】実施例２における距離情報の表示例を示す図。
【図１４】本発明の実施例３における測距エリア抽出処理の流れを示すフローチャート。
【符号の説明】
【０１１９】
　１　レンズ装置
　２　カメラ
　１０１　レンズ鏡筒
　１０４　ハーフミラー
　１０５　焦点検出部
　１０６　焦点検出演算部
　１０７　レンズ制御部
　１１４　被写体距離演算部
　１１５　被写体距離記憶部
　１１６　被写体速度演算部
　１１７　測距エリア抽出部
　１２０　ＡＦセンサ
　２０１　撮像素子
　２０３　画像合成部
　２０５　表示部
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