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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　回動可能な複数のカメラ装置と、前記複数のカメラ装置に接続された制御装置とを備え
、
　前記制御装置は、前記複数のカメラ装置から選ばれた主カメラの宛先情報、前記主カメ
ラの撮影方向を指示する主カメラ方向情報、および前記主カメラから被写体までの距離を
指示する主カメラフォーカス情報を、前記主カメラを含む前記複数のカメラ装置へ一斉に
提供し、
　前記複数のカメラ装置の各々は、
　自カメラと他カメラとの相対位置情報を記憶する相対位置情報記憶手段と、
　前記制御装置から提供される前記主カメラの宛先情報に基づいて前記自カメラが前記主
カメラか否かを判定する主従判定手段と、
　前記他カメラが前記主カメラであるとき、前記相対位置情報および前記主カメラフォー
カス情報に基づいて、前記主カメラ方向情報を、前記自カメラを従カメラとして前記主カ
メラに追従させるための従カメラ方向情報に変換する方向情報変換手段と、
　前記自カメラが前記主カメラであるときは前記主カメラ方向情報に応じて、前記自カメ
ラが前記主カメラでないときは前記従カメラ方向情報に応じて、前記自カメラの回動機構
を制御する回動制御手段と、
　を備えたことを特徴とするカメラ連動システム。
【請求項２】
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　少なくとも一の他カメラと共に制御装置に接続され、自カメラおよび前記他カメラを含
む複数のカメラから選ばれた主カメラの宛先情報、前記主カメラの撮影方向を指示する主
カメラ方向情報、および前記主カメラから被写体までの距離を指示する主カメラフォーカ
ス情報を受信する通信手段と、
　自カメラと他カメラとの相対位置情報を記憶する相対位置情報記憶手段と、
　前記制御装置から提供される前記主カメラの宛先情報に基づいて前記自カメラが前記主
カメラか否かを判定する主従判定手段と、
　前記他カメラが前記主カメラであるとき、前記相対位置情報および前記主カメラフォー
カス情報に基づいて、前記主カメラ方向情報を、前記自カメラを従カメラとして前記主カ
メラに追従させるための従カメラ方向情報に変換する方向情報変換手段と、
　前記自カメラが前記主カメラであるときは前記主カメラ方向情報に応じて、前記自カメ
ラが前記主カメラでないときは前記従カメラ方向情報に応じて、前記自カメラの回動機構
を制御する回動制御手段と、
　を備え、
　前記通信手段は、前記制御装置から一斉に提供された前記宛先情報、前記主カメラ方向
情報および前記主カメラフォーカス情報を受信し、前記自カメラ宛か前記他カメラ宛かの
宛先に拘わらず、前記主カメラ方向情報および前記主カメラフォーカス情報を取り込むこ
とを特徴とするカメラ装置。
【請求項３】
　前記自カメラが前記主カメラでないときに、複数の前記他カメラから主カメラを特定す
る主カメラ特定手段を備え、
　前記方向情報変換手段は、前記相対位置情報記憶手段に記憶された複数の前記他カメラ
の相対位置情報のうちで前記主カメラ特定手段により特定された前記他カメラの相対位置
情報に基づいて前記主カメラ方向情報を前記従カメラ方向情報に変換することを特徴とす
る請求項２に記載のカメラ装置。
【請求項４】
　前記主従判定手段および前記主カメラ特定手段は、前記主カメラの宛先情報に基づいて
判定処理および特定処理を行うことを特徴とする請求項３に記載のカメラ装置。
【請求項５】
　主カメラおよび前記主カメラに追従する従カメラを含む複数のカメラ装置へと、主カメ
ラの方向を指示する主カメラ方向情報を一斉に提供し、
　前記主カメラでは、前記主カメラ方向情報に応じて回動機構を制御し、
　前記従カメラでは、前記主カメラと前記従カメラとの相対位置情報および前記主カメラ
から被写体までの距離を指示する主カメラフォーカス情報に基づいて、前記主カメラ方向
情報を、前記従カメラを前記主カメラに追従させるための従カメラ方向情報に変換し、前
記従カメラ方向情報に応じて回動機構を制御することを特徴とするカメラ連動制御方法。
【請求項６】
　主カメラおよび前記主カメラに追従する従カメラを含んだ複数のカメラ装置と、前記複
数のカメラに接続された制御装置とを備え、
　前記制御装置は、前記複数のカメラ装置のうちの主カメラの方向を指示する主カメラ方
向情報、および前記主カメラから被写体までの距離を指示する主カメラフォーカス情報を
、前記複数のカメラ装置へ一斉に提供し、
　前記主カメラは、前記主カメラ方向情報に応じて回動機構を制御し、
　前記従カメラは、前記主カメラと前記従カメラとの相対位置情報および前記主カメラフ
ォーカス情報に基づいて、前記主カメラ方向情報を、前記従カメラを前記主カメラに追従
させるための従カメラ方向情報に変換し、前記従カメラ方向情報に応じて回動機構を制御
することを特徴とするカメラ連動システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　本発明は、複数のカメラが連動して同じ被写体を撮影するカメラ連動システムに関する
。
【背景技術】
【０００２】
　従来、監視カメラ等の分野において、カメラ連動システムが提案されている。カメラ連
動システムでは、複数のカメラが離れて設置されている。そして、これら複数カメラが、
一つのトリガーで向きを変え、同じ被写体を撮影する。
【０００３】
　このような従来のカメラ連動システムでは、複数のカメラにて、連動時の撮影方向がプ
リセットされている。そして、連動動作が指示されると、複数のカメラがプリセットされ
た方向を向く。これにより、複数のカメラが同じ被写体を撮影する。
【０００４】
　上記の従来システムでは、プリセットされた方向でしか、連動機能が得られない。これ
に対して、プリセットを行わなくても連動機能が得られるシステムも従来から提案されて
いる。この種のシステムは、主カメラと従カメラとで構成されており、主カメラが回動す
ると、主カメラの方向が上位の制御装置に伝えられる。制御装置は、主カメラに追従する
ための従カメラの方向、すなわち、主カメラと同じ被写体を撮影するための従カメラの方
向を計算する。そして、制御装置が従カメラに方向を指示し、従カメラが指示に従って回
動する。複数の従カメラが設けられている場合は、それら複数の従カメラの方向が順次計
算および指示される。
【０００５】
　また、特許文献１に記載のカメラ連動システムでは、主カメラが回動すると、主カメラ
の方向が従カメラに伝えられる。そして、従カメラが、主カメラに追従するための方向を
計算し、算出した方向を向くように回動する。
【特許文献１】特開２００３－２８４０５０号公報（第３、４ページ、図１）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、上述のような従来のカメラ連動システムは、主カメラが動き、それから
主カメラが自分の方向を制御装置に伝え、制御装置が従カメラの方向を計算し、従カメラ
に方向を指示し、従カメラが動くといった一連の処理を行っており、このような一連の処
理に時間がかかり、そのため、主カメラと従カメラの動作の時間的ずれが大きいという問
題があった。
【０００７】
　本発明は、従来の問題を解決するためになされたもので、その目的は、従カメラが迅速
に主カメラに追従できるカメラ連動システムを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明のカメラ連動システムは、回動可能な複数のカメラ装置と、前記複数のカメラ装
置に接続された制御装置とを備え、前記制御装置は、前記複数のカメラ装置から選ばれた
主カメラの方向を指示する主カメラ方向情報を、前記主カメラを含む前記複数のカメラ装
置へ提供し、前記複数のカメラ装置の各々は、自カメラと他カメラとの相対位置情報を記
憶する相対位置情報記憶手段と、前記他カメラが前記主カメラであるとき、前記相対位置
情報に基づいて、前記主カメラ方向情報を、前記自カメラを従カメラとして前記主カメラ
に追従させるための従カメラ方向情報に変換する方向情報変換手段と、前記自カメラが前
記主カメラであるときは前記主カメラ方向情報に応じて、前記自カメラが前記主カメラで
ないときは前記従カメラ方向情報に応じて、前記自カメラの回動機構を制御する回動制御
手段と、を備えている。
【０００９】
　この構成により、主カメラ方向情報が制御装置から複数のカメラに提供される。各カメ
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ラは、主カメラとして機能するときは、主カメラ方向情報に応じて回動する。また、各カ
メラは、従カメラとして機能するときは、相対位置情報に基づいて主カメラ方向情報を従
カメラ方向情報に変換し、従カメラ方向情報に応じて回動する。このように、主カメラ方
向情報が複数のカメラに送られて、主カメラおよび従カメラの上記動作が一斉に行われる
ので、主カメラと従カメラの動作のずれが低減する。
【００１０】
　また、本発明のカメラ装置は、少なくとも一の他カメラと共に制御装置に接続され、自
カメラおよび前記他カメラを含む複数のカメラから選ばれた主カメラの方向を指示する主
カメラ方向情報を受信する通信手段と、自カメラと他カメラとの相対位置情報を記憶する
相対位置情報記憶手段と、前記他カメラが前記主カメラであるとき、前記相対位置情報に
基づいて、前記主カメラ方向情報を、前記自カメラを従カメラとして前記主カメラに追従
させるための従カメラ方向情報に変換する方向情報変換手段と、前記自カメラが前記主カ
メラであるときは前記主カメラ方向情報に応じて、前記自カメラが前記主カメラでないと
きは前記従カメラ方向情報に応じて、前記自カメラの回動機構を制御する回動制御手段と
、を備えている。この構成により、上述のカメラ連動システムの態様と同様に、主カメラ
と従カメラの動作のずれを低減できる。
【００１１】
　また、本発明のカメラ装置は、前記制御装置から提供される前記主カメラ方向情報に基
づいて、前記自カメラが前記主カメラであるか否かを判定する主従判定手段と、前記自カ
メラが前記主カメラでないときに、複数の前記他カメラから主カメラを特定する主カメラ
特定手段と、を備え、前記方向情報変換手段は、前記相対位置情報記憶手段に記憶された
複数の前記他カメラの相対位置情報のうちで前記主カメラ特定手段により特定された前記
他カメラの相対位置情報に基づいて前記主カメラ方向情報を前記従カメラ方向情報に変換
する。この構成により、カメラ装置は、複数の他カメラから特定された主カメラに追従で
き、したがって、カメラが多いときでも好適な連動機能が得られる。
【００１２】
　また、本発明のカメラ装置では、前記通信手段は、前記自カメラ宛か前記他カメラ宛か
の宛先に拘わらず前記主カメラ方向情報を取り込み、前記主従判定手段および前記主カメ
ラ特定手段は、前記主カメラ方向情報のうちの宛先情報に基づいて判定処理および特定処
理を行う。この構成により、他カメラ宛の情報を通信で取り込むといった簡単な構成でも
って、本発明の好適な連動機能が得られる。
【００１３】
　また、本発明の別態様のカメラ連動制御方法は、主カメラおよび前記主カメラに追従す
る従カメラを含む複数のカメラへと、主カメラの方向を指示する主カメラ方向情報を提供
し、前記主カメラでは、前記主カメラ方向情報に応じて回動機構を制御し、前記従カメラ
では、前記主カメラと前記従カメラとの相対位置情報に基づいて、前記主カメラ方向情報
を、前記従カメラを前記主カメラに追従させるための従カメラ方向情報に変換し、前記従
カメラ方向情報に応じて回動機構を制御する。この態様では、主カメラおよび従カメラは
任意に変更されてもよく、固定的に決められていてもよい。この構成によっても、上述し
た本発明の利点が得られる。
【００１４】
　また、本発明の別態様のカメラ連動システムは、主カメラおよび前記主カメラに追従す
る従カメラを含んだ複数のカメラ装置と、前記複数のカメラに接続された制御装置とを備
え、前記制御装置は、前記複数のカメラ装置のうちの主カメラの方向を指示する主カメラ
方向情報を、前記複数のカメラ装置へ提供し、前記主カメラは、前記主カメラ方向情報に
応じて回動機構を制御し、前記従カメラは、前記主カメラと前記従カメラとの相対位置情
報に基づいて、前記主カメラ方向情報を、前記従カメラを前記主カメラに追従させるため
の従カメラ方向情報に変換し、前記従カメラ方向情報に応じて回動機構を制御する。この
態様でも、主カメラおよび従カメラは任意に変更されてもよく、固定的に決められていて
もよい。また、この構成によっても、上述した本発明の利点が得られる。
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【発明の効果】
【００１５】
　上述のように、本発明は、従カメラが迅速に主カメラに追従でき、主カメラと従カメラ
の動作の時間ずれを低減できるという効果を有するカメラ連動システムを提供することが
できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１６】
　以下、本発明の実施の形態のカメラ連動システムについて、図面を用いて説明する。
【００１７】
　本発明の実施の形態のカメラ連動システムを図１に示す。図１において、カメラ連動シ
ステム１０は４つのカメラ装置１２を備えている。カメラ装置１２は、監視カメラ装置で
あり、天井に下向きに設置されている。４つの監視カメラ装置１２は、図示されないが、
互いに離れて設置されている。そして、カメラ装置１２は、回転台を備えており、パン方
向およびチルト方向に回動可能である。
【００１８】
　４つの監視カメラ１２は４画面ユニット１４に接続されており、４画面ユニット１４に
はマスタモニタ１６が接続されている。また、４つの監視カメラ１２は、ＲＳ２３２Ｃま
たはＲＳ４８５のコンバータ１８を介してパーソナルコンピュータ２０に接続されている
。
【００１９】
　図１のカメラ連動システム１０では、４つのカメラ装置１２が、映像信号を４画面ユニ
ット１４に送る。４画面ユニット１４は、４つのカメラ装置１２からの画像を、マスタモ
ニタ１６に表示する。図示のように、マスタモニタ１６の画面が４つの領域に分割され、
４つのカメラ画像が同時に表示される。
【００２０】
　また、パーソナルコンピュータ２０は、カメラ動作を指示する制御データを４つのカメ
ラ装置１２に送る。４つのカメラ装置１２は、パーソナルコンピュータ２０からの制御デ
ータに従って動作する。制御データは、各種の動作を指示するコマンド列のかたちで送ら
れる。コマンド列には、カメラの回動のコマンドも含まれる。
【００２１】
　回動指示のコマンドに関しては、パーソナルコンピュータ２０にて４つのカメラ装置１
２から主カメラが選択される。そして、主カメラ方向情報を表すコマンドが送信される。
主カメラ方向情報は、主カメラの撮影方向を示す情報である。主カメラ方向情報は、主カ
メラの絶対的な方向であってもよい。また、主カメラ方向情報は、どちら向きに何度とい
った方向変化量（回動角）の情報であってもよい。
【００２２】
　主カメラ方向情報のコマンドには、４つのカメラ装置１２から選ばれた主カメラのアド
レスが付加される。これにより、コマンドは、主カメラに向けて送られる。主カメラは、
主カメラ方向情報を受け取り、主カメラ方向情報に応じて回動する。
【００２３】
　さらに、本実施の形態では、残りの３つの従カメラも、主カメラ方向情報のコマンドを
受け取る。従カメラは、主カメラ方向情報を従カメラ方向情報に変換する。従カメラ方向
情報は、自カメラが従カメラとして主カメラに追従するための方向であり、自カメラが主
カメラと同じ被写体を向くための方向である。従カメラ方向も、主カメラ方向と同様に、
カメラの絶対的な方向でもよく、また、どちら向きに何度といった方向変化量（回動角）
の情報であってもよい。従カメラは、変換された従カメラ方向情報に応じて回動する。
【００２４】
　このようにして、本実施の形態では、一のカメラ装置１２が主カメラとして機能し、残
りのカメラ装置１２が従カメラとして機能する。本実施の形態では、下記に説明するよう
に、同じカメラ装置１２が、主カメラとしても従カメラとしても機能するように構成され
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ている。
【００２５】
　図２は、カメラ装置１２の構成を示すブロック図である。カメラ装置１２は、制御部３
０、撮像部３２、回動機構３４、映像出力部３６および通信部３８を備えている。制御部
３０は、コンピュータで構成されており、カメラ装置１２の全体を制御している。制御部
３０は複数のコンピュータで構成されてもよく、例えば、撮像制御用のコンピュータと回
動制御用のコンピュータで構成されてもよい。
【００２６】
　撮像部３２は映像信号を生成し、制御部３０へ供給する。制御部３０では、撮像制御部
４０が映像信号を処理する。そして、撮像制御部４０は、映像出力部３６を制御して、映
像信号を４画面ユニット１４へ送る。
【００２７】
　回動機構３４はパン機構およびチルト機構を備えており、パン機構およびチルト機構は
パンモータおよびチルトモータを備えている。回動機構３４は、制御部３０に制御されて
、カメラ装置１２をパン方向およびチルト方向に回動させる。
【００２８】
　通信部３８は、パーソナルコンピュータ２０と通信し、制御データを受け取り、制御部
３０に供給する。前述のように、カメラの回動に関しては、主カメラ方向情報のコマンド
が制御データとして受け取られる。主カメラ方向情報は、コマンドのアドレスが他カメラ
であったとしても受け取られる。
【００２９】
　制御部３０は、カメラの回動に関しては、主従判定部４２、主カメラ特定部４４、方向
情報変換部４６、位置情報テーブル記憶部４８および回動制御部５０を有する。
【００３０】
　主従判定部４２は、主カメラ方向情報のコマンドのアドレスを取り出して、自カメラが
主カメラであるか否かを判定する。コマンドのアドレスが自カメラであれば、自カメラが
主カメラである。
【００３１】
　主カメラ特定部４４は、自カメラが主カメラでない場合に、他カメラの中から主カメラ
を特定する。主カメラを特定するために、コマンドのアドレスが調べられ、アドレスに示
されるカメラが主カメラとして特定される。
【００３２】
　方向情報変換部４６は、自カメラが主カメラでないときに機能する。方向情報変換部４
６は、自カメラと主カメラの相対位置情報に基づき、主カメラ方向情報を従カメラ方向情
報に変換する。従カメラ方向情報は、前述したように、自カメラが従カメラとして主カメ
ラに追従するための方向である。自カメラと主カメラの相対位置情報は、位置情報テーブ
ル記憶部４８に記憶されている。
【００３３】
　図３は、位置情報テーブルの例を示している。位置情報テーブルは、３つの他カメラの
各々と自カメラとの相対位置のテーブルである。ここで、本実施の形態では、全部のカメ
ラの高さが同一であり、水平回転の原点の方角も同じに設定されている。この場合、相対
位置情報は、両カメラの距離で表される。
【００３４】
　方向情報変換部４６は、位置情報テーブルの３つの相対位置情報から、主カメラ特定部
４４により特定された主カメラの相対位置情報を読み出す。そして、方向情報変換部４６
は、相対位置情報に基づいて主カメラ方向情報を従カメラ方向情報に変換する。
【００３５】
　図２に戻ると、回動制御部５０は、回動機構３４を制御して、カメラを回動させる。回
動制御部５０は、自カメラが主カメラのときは、パーソナルコンピュータ２０から受け取
った主カメラ方向情報に応じて回動機構３２を回動させる。また、回動制御部５０は、自
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カメラが従カメラのときは、方向情報変換部操作部４６により変換された従カメラ方向情
報に応じて動作する。
【００３６】
　図４および図５は、主カメラ方向情報から従カメラ方向情報への変換式の例を示してい
る。図では、計算式を理解しやすいように、上下が逆さまに示されている。また、図４の
例では、前述したように、カメラの高さが同一であり、水平回転原点の方角も同一である
。このような配置により、２次元空間での投射により主カメラ方向情報を従カメラ方向情
報に変換できる。
【００３７】
　図４および図５において、主カメラ方向は、主カメラチルト角θｔと主カメラパン角θ
ｐで表される。また、従カメラ方向は、従カメラチルト角γｔと従カメラパン角γｐで表
される。また、主カメラフォーカスＤｍは、主カメラから被写体までの距離であり、従カ
メラフォーカスＤｓは、従カメラから主カメラまでの距離である。さらに、カメラ距離Ｄ
ｃは、主カメラと従カメラの距離である。カメラ距離Ｄｃが相対位置情報に相当する。カ
メラ距離Ｄｃは例えば５ｍである。
【００３８】
　また、図４および図５において、点Ｈは、主カメラおよび従カメラが設置された水平面
へ被写体から降ろした垂線と同水平面の交点である。そして、三角形Ａは、主カメラ、被
写体および点Ｈを頂点にもち、三角形Ｂは、主カメラ、従カメラおよび点Ｈを頂点にもち
、三角形Ｃは、従カメラ、被写体および点Ｈを頂点にもつ。三角形Ｂは、主カメラ、従カ
メラおよび被写体が作る三角形の水平面への投影である。
【００３９】
　図５は、これらの三角形を正面から見た図である。図において、ｙは、被写体から点Ｈ
までの距離であり、ｘは、主カメラから点Ｈまでの距離であり、ｚは、従カメラから点Ｈ
までの距離である。ｘ、ｙ、ｚは、主カメラチルト角θｔ、主カメラパン角θｐ、主カメ
ラフォーカスＤｍ、カメラ距離Ｄｃを用いて下式で表される。
ｘ ＝ cos ( π÷180×θt  ) × Ｄｍ
ｙ ＝ sin ( π÷180×θt  ) × Ｄｍ
ｚ ＝ (  x2＋Ｄc2－2×ｘ×Ｄc× cos ( π÷180×θp ) )0.5

【００４０】
　そして、従カメラパン角γｐは、ｘ、ｚおよびカメラ距離Ｄｃを使って下式で表される
。
「 チルト角が９０度以下で、パン角が１８０度以下の場合 」
γｐ ＝ 180－( ( acos ( (Ｄc2＋ｚ2－ｘ2) ÷ ( 2×Ｄc×ｚ) ) ) ÷ ( π÷180 ) )
「 チルト角が９０度以下で、パン角が１８０度より上の場合 」
γｐ ＝ 180＋( ( acos ( (Ｄc2＋ｚ2－ｘ2) ÷ ( 2×Ｄc×ｚ) ) ) ÷ ( π÷180 ) )
「 チルト角が９０度より上で、パン角が１８０度以下の場合 」
γｐ ＝ ( acos ( (Ｄc2＋ｚ2－ｘ2) ÷ ( 2×Ｄc×ｚ) ) ) ÷ ( π÷180 )
「 チルト角が９０度より上で、パン角が１８０度より上の場合 」
γｐ ＝ 360 － ( ( acos ( (Ｄc2＋ｚ2－ｘ2) ÷ (2×Ｄc×ｚ) ) ) ÷ ( π÷180 ) )
【００４１】
　また、従カメラフォーカスＤｓおよび従カメラチルト角γｔは、ｙ、ｚを使って下式で
表される。
Ｄｓ ＝ (ｚ2＋y2 － 2×z×y×cos ( π÷180×90 ) ) 0.5

「 チルト角が９０度以下の場合 」
γｔ ＝ ( acos ( (ｚ2＋Ｄs2－ｙ2)÷( 2×ｚ×Ｄs) ) )÷( π÷180 )
「 チルト角が９０度より上の場合 」
γｔ ＝ 180 － ( ( acos ( (ｚ2＋Ｄs2－ｙ2)÷( 2×ｚ×Ｄs) ) )÷( π÷180 ) )
【００４２】
　上記の式に従って変換処理を行うことで、主カメラ方向（θｐ、θｔ）が、主カメラと
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従カメラの相対位置（カメラ距離Ｄｃ）に基づいて、従カメラ方向（γｐ、γｔ）に変換
される。また、Ｄｃによって従ＺＯＯＭ倍率を、記憶されたテーブルによって求める。
【００４３】
　次に、本実施の形態のカメラ連動システムの動作を説明する。パーソナルコンピュータ
２０では、ユーザの入力操作に従って、４つのカメラ装置１２の一つが主カメラとして選
択される。さらに、パーソナルコンピュータ２０では、ユーザの入力操作に応じて、主カ
メラ方向情報が生成される。主カメラ方向情報は、前出のように、主カメラの撮影方向を
示す情報である。そして、パーソナルコンピュータ２０は、主カメラ方向情報に対応する
コマンドを送出する。コマンドには、選択された主カメラのアドレスが付加される。
【００４４】
　主カメラ方向情報のコマンドは、コンバータを介して４つのカメラ装置１２に送られる
。各カメラ装置１２は、コマンドを受け取って下記のように動作する。
【００４５】
　図６は、コマンドを受け取ったときのカメラ装置１２の動作を示している。カメラ装置
１２の制御部３０では、主従判定部４２が、主カメラ方向情報のコマンドのアドレスを取
り出して（Ｓ１０）、コマンドが自カメラ宛か否かを判定する（Ｓ１２）。コマンドが自
カメラ宛であれば（Ｓ１２がＹＥＳ）、自カメラが主カメラである。その場合、回動制御
部５０は、コマンドが示す主カメラ方向情報に従って回動機構３４を制御し、カメラを回
動させる（Ｓ２０）。この制御のために適当な座標変換等が行われてよい。そして、回動
後のカメラの位置が、通信部３８を介してパーソナルコンピュータ２０に通知される（Ｓ
２２）。
【００４６】
　一方、コマンドが自カメラ宛でない場合（Ｓ１２がＮＯ）、自カメラは主カメラでない
。その場合、主カメラ特定部４４が、３つの他カメラの中から主カメラを特定する（Ｓ１
４）。主カメラ特定部４４は、コマンドのアドレスに示される他カメラを、主カメラとし
て特定する。
【００４７】
　主カメラが特定されると、方向情報変換部４６が、位置情報テーブル記憶部４８を参照
して、主カメラと自カメラの相対位置情報を読み出す（Ｓ１６）。そして、方向情報変換
部４６は、相対位置情報に基づいて主カメラ方向情報を従カメラ方向情報に変換する（Ｓ
１８）。従カメラ方向は、前述のように、自カメラが従カメラとして主カメラに追従する
ためのカメラ方向（撮影方向）である。
【００４８】
　主カメラ方向情報が従カメラ方向情報に変換されると、回動制御部５０は、従カメラ方
向情報に従って回動機構３４を制御し、カメラを回動させる（Ｓ２０）。そして、回動後
のカメラの位置が、通信部３８を介してパーソナルコンピュータ２０に通知される（Ｓ２
２）。
【００４９】
　それぞれのカメラ装置１２が図６に従って動作すると、カメラ連動システム１０の全体
は、下記のように動作する。４つのカメラ装置１２は、自分が主カメラであっても、主カ
メラでなくても、パーソナルコンピュータ２０から主カメラ方向情報を受け取る。４つの
カメラ装置１２のうちの主カメラは、主カメラ方向情報に従って回動する。残りの３つの
カメラ装置１２は、主カメラ方向情報を従カメラ方向に変換し、従カメラ方向情報に従っ
て回動する。このようにして、一つのカメラ装置１２が主カメラとして回動し、残りの３
つのカメラ装置１２が従カメラとして主カメラに追従する。このとき、全カメラが一斉に
主カメラ方向情報を受け取って処理するので、主カメラと従カメラは殆ど同時に動作する
。
【００５０】
　なお、上述の説明では言及しなかったが、カメラ装置１２は、従カメラとして機能する
ときに、下記のような移動制限処理を行う。従カメラと主カメラでは撮影可能範囲が異な
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っており、そのために、主カメラ方向を従カメラ方向に変換したときに従カメラ方向が従
カメラの撮影範囲から外れることがある。従カメラ方向が撮影範囲から外れると、従カメ
ラは移動制限処理を行う。この処理では、例えば、従カメラは、主カメラに追従せずに、
同じ場所にとどまる。また例えば、従カメラは、撮影範囲の端部まで回動することで、可
能な範囲で主カメラに追従してもよい。
【００５１】
　また、カメラ側で追尾範囲が制限されてもよい。計算上の誤差が大きいカメラ設置状況
では、適当な時間が経過するたびに、校正用のコマンドが送られてもよい。例えば、ホー
ムポジションへの移動を指示するコマンドが主カメラに送られる。従カメラは、このコマ
ンドが送られると、主カメラへの追従を停止し、通常の監視状態に戻るように設定されて
よい。
【００５２】
　また、カメラ装置１２は、予め設定された時間帯に自動動作を行うように構成されてよ
い。カメラ装置１２は、操作者の操作指示に従って自動動作を行ってもよい。自動動作中
は、各カメラを独立して動かすために、連動動作が制限される必要がある。この点に関し
、本実施の形態では、コントローラ（パーソナルコンピュータ）からコマンドが来たとき
に連動動作が行われるので、上記の自動動作が容易に実現できる。
【００５３】
　また、上述の説明では、ＲＳ２３２Ｃ等の通信形態が用いられた。しかし、通信形態は
限定されなくてよい。例えば、ＩＰｖ６が適用されてよい。ＩＰｖ６では、マルチキャス
ト（同報通信）がサポートされている。したがって、主カメラ方向情報を複数のカメラ装
置に容易に配信できる。
【００５４】
　また、本実施の形態がネットワークカメラに応用される場合には、主カメラ識別番号と
主カメラ方向（位置座標）を含んだ動作指示が特定のネットワークポートを使って送信さ
れる。この情報は、主カメラと複数の従カメラに同時に送信される。これらのデータの転
送では、主カメラと従カメラの送信形式が同じでも、相違してもよい。
【００５５】
　さらに、ネットワークカメラの場合、カメラ連動システムは、許可された操作者の操作
が、自動動作よりも優先されるように構成されてよい。また、管理者であるシステム設定
者が自動動作を優先させることができ、この選択の設定をカメラ側で行うことができる。
これにより、エリア毎すなわちカメラ毎に操作を細かく設定でき、広域のネットワークか
らのアクセスに対しての制限に柔軟性を与えられる。
【００５６】
　また、本実施の形態では、各カメラ装置１２は、図６を用いて説明したように、カメラ
方向の情報をパーソナルコンピュータ２０に送る。カメラ方向は座標データのかたちで送
られてよい。パーソナルコンピュータ２０では、制御用の地理的データマップ（監視場所
等の地図（例えば室内の図））にカメラの方向が表示される。カメラの水平方向（パン方
向）の向きは、例えば、矢印で表される。画角は扇型で表される。垂直方向（チルト方向
）の向き、レンズ倍率、フォーカス距離は、文字で表現される。これらの情報は、移動更
新時に所定の時間だけ表示されてもよい。また、これらの情報は、マスタモニタ１６に表
示されてもよい。
【００５７】
　以上に本発明の実施の形態に係るカメラ連動システム１０について説明した。本実施の
形態によれば、主カメラ方向情報が主カメラおよび従カメラに一斉に提供される。主カメ
ラは、主カメラ方向情報に応じて回動する。また、従カメラは、相対位置情報に基づいて
主カメラ方向情報を従カメラ方向情報に変換し、従カメラ方向情報に応じて回動する。こ
のように、主カメラ方向情報が主カメラだけでなく従カメラに送られて、主カメラおよび
従カメラの上記の動作が一斉に行われるので、主カメラと従カメラの動作のずれが低減し
、従カメラが主カメラに迅速に追従する。
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【００５８】
　また、本実施の形態では、同じカメラ装置１２が、主カメラとしても、従カメラとして
も機能するように構成されている。これにより、複数のカメラ装置１２から適当に主カメ
ラが選択されると、残りのカメラ装置１２が主カメラに追従する。操作者は任意のカメラ
装置１２を主カメラとして操作することができ、したがって、操作者の利便性を向上でき
る。
【００５９】
　また、本実施の形態のカメラ装置１２は、自カメラが主カメラかどうかを判定し、自カ
メラが主カメラでないときは、複数の他カメラから主カメラを特定し、特定した主カメラ
と自カメラの相対位置情報を求め、相対位置情報から従カメラ方向情報を求める。このよ
うにして、カメラが多いときでも好適な連動機能が得られる。
【００６０】
　また、本実施の形態のカメラ装置１２は、自カメラ宛か他カメラ宛かの宛先に拘わらず
主カメラ方向情報を取り込み、取り込んだ主カメラ情報の宛先に基づいて主カメラに関す
る判定を行う。宛先が他カメラであれば、宛先に示される他カメラが主カメラである。こ
のようにして、他カメラ宛の情報を通信で取り込むといった簡単な構成でもって、本実施
の形態の好適な連動機能が得られる。
【００６１】
　以上に本発明の好適な実施の形態を説明した。しかし、本発明は上述の実施の形態に限
定されず、当業者が本発明の範囲内で上述の実施の形態を変形可能なことはもちろんであ
る。例えば、カメラ装置の数は上述の実施の形態のように４個に限定されない。
【産業上の利用可能性】
【００６２】
　以上のように、本発明にかかるカメラ連動システムは、従カメラが迅速に主カメラに追
従できるという効果を有し、監視カメラシステム等として有用である。
【図面の簡単な説明】
【００６３】
【図１】本発明の実施の形態におけるカメラ連動システムのブロック図
【図２】カメラ装置の構成を示すブロック図
【図３】位置情報テーブルの例を示す図
【図４】主カメラ方向から従カメラ方向への変換処理を示す図
【図５】主カメラ方向から従カメラ方向への変換処理を示す図
【図６】本発明の第１の実施の形態におけるカメラ連動システムの動作説明のためのフロ
ー図
【符号の説明】
【００６４】
　１０　カメラ連動システム
　１２　カメラ装置
　１４　４画面ユニット
　１６　マスタモニタ
　１８　コンバータ
　２０　パーソナルコンピュータ
　３０　制御部
　３２　撮像部
　３４　回動機構
　３６　映像出力部
　３８　通信部
　４０　撮像制御部
　４２　主従判定部
　４４　主カメラ特定部
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　４６　方向情報変換部
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