
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　自己の位置情報を含む検索メッセージをネットワーク上に周期的に送出する検索メッセ
ージ送出手段と、
　前記ネットワーク上から検索メッセージを検知した状態で、自己の位置情報を含む返信
メッセージをネットワーク上に送出する返信メッセージ送出手段と、
　前記ネットワーク上から検索メッセージ及び返信メッセージを検知し、該検索メッセー
ジ及び返信メッセージに含まれる位置情報を記録する記録手段と
　

を具備してなることを特徴とするネットワーク接続カメラ。
【請求項２】
　前記記録手段は、前記検索メッセージ送出手段により前記ネットワーク上に周期的に送
出される各検索メッセージに対して、前記ネットワーク上で検知された返信メッセージに
基づいて、記録内容を変更することを特徴とする請求項１記載のネットワーク接続カメラ
。
【請求項３】
　前記記録手段は、前記検索メッセージ送出手段により前記ネットワーク上に周期的に送
出される各検索メッセージに対して、前記ネットワーク上で新たな返信メッセージが検知
された状態で、その新たな返信メッセージに含まれる位置情報を記録内容に追加すること
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、
前記ネットワークを介してマルチ画面表示が要求された状態で、前記記録手段の記録内

容に基づいて、マルチ画面表示を行なわせるための情報を前記ネットワークに送出する情
報送出手段と



を特徴とする請求項１記載のネットワーク接続カメラ。
【請求項４】
　前記記録手段は、前記検索メッセージ送出手段により前記ネットワーク上に周期的に送
出される各検索メッセージに対して、同じ返信メッセージが前記ネットワーク上で検知さ
れない状態が所定の回数に達したとき、その検知されない返信メッセージに対応して既に
記録されている位置情報を消去することを特徴とする請求項１記載のネットワーク接続カ
メラ。
【請求項５】
　前記

ことを特徴とする請求項１記載のネットワー
ク接続カメラ。
【請求項６】
　

　

　

　

　

　

　

【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
この発明は、例えば複数台のカメラを用いた監視システム等に使用して好適するネットワ
ーク接続カメラ及び画像表示方法に関する。
【０００２】
【従来の技術】
周知のように、首記の如き監視システムにあっては、クライアント側のＰＣ（ Personal C
omputer）が、複数台のカメラで撮影された各画像をそれぞれネットワークを介して取り
込み、マルチ画面表示する構成となっている。
【０００３】
この場合、各カメラのネットワーク上におけるアドレスを予めＰＣに登録しておき、ＰＣ
が登録されたアドレスに基づいて各カメラを順次アクセスすることにより、各カメラから
得られる画像を時分割でマルチ画面表示している。
【０００４】
しかしながら、このようなネットワークを介したマルチ画面表示手段では、ネットワーク
上でカメラの増設、削減、変更等があった場合に、その都度、ＰＣに対してアドレスの追
加、消去、変更等を行なう必要が生じる。
【０００５】
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情報送出手段は、マルチ画面表示のためのレイアウトを指定する情報と、この情報
で指定されたレイアウトで示される各分割領域にそれぞれ表示させる画像の取得先を指定
する情報とを、前記ネットワークに送出する

自己の位置情報を含む検索メッセージをネットワーク上に周期的に送出する検索メッセ
ージ送出手段と、

前記ネットワーク上から検索メッセージを検知した状態で、自己の位置情報を含む返信
メッセージをネットワーク上に送出する返信メッセージ送出手段と、

前記ネットワーク上から検索メッセージ及び返信メッセージを検知し、該検索メッセー
ジ及び返信メッセージに含まれる位置情報を記録する記録手段と、

前記ネットワークを介してマルチ画面表示が要求された状態で、前記記録手段の記録内
容に基づいて、マルチ画面表示を行なわせるための情報を前記ネットワークに送出する情
報送出手段とを備えたネットワーク接続カメラの画像を表示する方法であって、

前記マルチ画面表示のためのレイアウトを指定する第１の情報と、この第１の情報で指
定されたレイアウトで示される各分割領域にそれぞれ表示させる画像の取得先を指定する
第２の情報とを、前記ネットワークを介して取得する工程と、

前記第１の情報で指定されるレイアウトに基づいて表示画面を複数の領域に分割すると
ともに、前記第２の情報で指定される複数の取得先から前記ネットワークを介して画像信
号を取得する工程と、

前記ネットワークを介して前記複数の取得先から取得した各画像信号を、前記表示画面
の各分割領域にそれぞれ対応させて表示する工程とを具備してなることを特徴とする画像
表示方法。



また、このマルチ画面表示手段では、ネットワーク上に接続されているカメラの台数に応
じて、マルチ画面表示を行なう際のレイアウトを予めＰＣに設定しておくようにしている
。
【０００６】
このため、ネットワーク上でカメラの増設や削減等があった場合には、その都度、ＰＣに
対して、マルチ画面表示のためのレイアウトの設定も変更する必要が生じてくる。
【０００７】
ここで、特許文献１は、複数のカメラによって得られた画像を、ネットワークを介してク
ライアントの Webブラウザに提供し表示させるカメラ監視システムを開示している。
【０００８】
このカメラ監視システムは、 Webブラウザにより各カメラの設置位置に対応してアイコン
を表示させ、所望のアイコンをクリックすることにより、そのアイコンに対応したカメラ
からの画像を表示させるものである。
【０００９】
そして、この特許文献１では、カメラの増減や設置位置の変更等が行なわれた場合に、ク
ランアントが、 Webブラウザ上におけるアイコンの表示位置を容易に変更することができ
るようにしている。
【００１０】
しかしながら、この特許文献１は、複数のカメラから得られる各画像をマルチ画面表示さ
せる技術については全く記載がなく、上記したマルチ画面表示手段についての諸問題を何
ら解決しているものでないことは明白である。
【００１１】
【特許文献１】
特開２００３－９１３２号公報
【００１２】
【発明が解決しようとする課題】
そこで、この発明は上記事情を考慮してなされたもので、ネットワーク上でカメラの増設
、削減、変更等があっても、煩雑な操作を行なうことなく容易に各カメラから得られる画
像をマルチ画面表示することを可能としたネットワーク接続カメラ及び画像表示方法を提
供することを目的とする。
【００１３】
【課題を解決するための手段】
　この発明に係るネットワーク接続カメラは、
　自己の位置情報を含む検索メッセージをネットワーク上に周期的に送出する検索メッセ
ージ送出手段と、
　ネットワーク上から検索メッセージを検知した状態で、自己の位置情報を含む返信メッ
セージをネットワーク上に送出する返信メッセージ送出手段と、
　ネットワーク上から検索メッセージ及び返信メッセージを検知し、該検索メッセージ及
び返信メッセージに含まれる位置情報を記録する記録手段と
　

を備えている。
【００１４】
　また、この発明に係る画像表示方法は、
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、
ネットワークを介してマルチ画面表示が要求された状態で、記録手段の記録内容に基づ

いて、マルチ画面表示を行なわせるための情報をネットワークに送出する情報送出手段と

自己の位置情報を含む検索メッセージをネットワーク上に周期的に送出する検索メッセ
ージ送出手段と、

ネットワーク上から検索メッセージを検知した状態で、自己の位置情報を含む返信メッ
セージをネットワーク上に送出する返信メッセージ送出手段と、

ネットワーク上から検索メッセージ及び返信メッセージを検知し、該検索メッセージ及
び返信メッセージに含まれる位置情報を記録する記録手段と、



　

　マルチ画面表示のためのレイアウトを指定する第１の情報と、この第１の情報で指定さ
れたレイアウトで示される各分割領域にそれぞれ表示させる画像の取得先を指定する第２
の情報とを、前記ネットワークを介して取得する工程と、
　第１の情報で指定されるレイアウトに基づいて表示画面を複数の領域に分割するととも
に、第２の情報で指定される複数の取得先からネットワークを介して画像信号を取得する
工程と、
　ネットワークを介して複数の取得先から取得した各画像信号を、表示画面の各分割領域
にそれぞれ対応させて表示する工程とを備えている。
【００１５】
上記のような構成及び方法によれば、カメラが、検索メッセージをネットワーク上に周期
的に送出し、ネットワーク上で検知された返信メッセージに含まれる位置情報を記録する
ことにより、ネットワーク上に接続された全てのカメラを認識することができる。このた
め、マルチ画面表示が要求された場合には、カメラの記録内容に基づいて、上記第１及び
第２の情報を生成して容易にマルチ画面表示を行なうことが可能となる。
【００１６】
【発明の実施の形態】
以下、この発明の実施の形態について、図面を参照して詳細に説明する。図１は、この実
施の形態で説明する監視システムの概略を示している。なお、この発明は、監視システム
のみに限られるものでないことはもちろんである。
【００１７】
すなわち、この監視システムは、複数（図示の場合は３つ）のカメラ１１，１２，１３と
、画像表示部１４ａ及び操作部１４ｂを備えたクライアントのＰＣ１４とを、ネットワー
ク１５上で接続することにより構成されている。
【００１８】
この監視システムでは、ネットワーク１５にＴＣＰ／ＩＰ（ Transmission Control Proto
col／ Internet Protocol）を採用し、各カメラ１１，１２，１３及びＰＣ１４の相互間で
任意にデータ通信が可能となっている。このネットワーク１５を介したデータ通信は、有
線及び無線のいずれでも可能である。
【００１９】
この場合、各カメラ１１，１２，１３には、それぞれ、ネットワーク１５上に接続された
図示しないＤＨＣＰ（ Dynamic Host Configuration Protocol）サーバにより、位置を示
す情報としてＩＰアドレスが割り振られている。
【００２０】
また、各カメラ１１，１２，１３は、詳細は後述するが、それぞれ、カメラ自動検索プロ
トコル（ＲＮＣＰ： Retrieve Neighbory Cameras Protocol）により、自己と同じネット
ワーク１５上に接続されている他のカメラを自動的に検索し、そのＩＰアドレスを取得す
ることができる。
【００２１】
さらに、ＰＣ１４は、カメラ検索の専用アプリケーションをネットワーク１５上に投げる
ことにより、各カメラ１１，１２，１３を選択的にアクセスし、そのアクセスしたカメラ
とデータ通信を行なうことができる。
【００２２】
図２は、カメラ１１の信号処理系を示している。なお、他のカメラ１２，１３については
、カメラ１１と同様な構成であるため、その説明を省略する。
【００２３】
すなわち、撮像レンズ１６を介して入射された被写体の光学像は、例えばＣＣＤ（ Charge
 Coupled Device）等でなる固体撮像素子１７に結像されて、光学像に対応した電気的な
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ネットワークを介してマルチ画面表示が要求された状態で、記録手段の記録内容に基づ
いて、マルチ画面表示を行なわせるための情報をネットワークに送出する情報送出手段と
を備えたネットワーク接続カメラの画像を表示する方法であって、



画像信号に変換される。
【００２４】
この固体撮像素子１７から出力された画像信号は、画像信号処理部１８に供給されて所定
の画像信号処理が施された後、画像信号圧縮部１９に供給されて、例えばＭＰＥＧ（ Movi
ng Picture Experts Group）方式等に基づいた画像信号圧縮処理が施される。
【００２５】
そして、この画像信号圧縮部１９から出力された画像信号は、有線入出力制御部２０に供
給されて有線によるネットワーク１５への送出に供される。また、画像信号圧縮部１９か
ら出力された画像信号は、無線入出力制御部２１に供給されて無線によるネットワーク１
５への送出に供される。
【００２６】
上記した一連の撮像動作は、ＭＰＵ（ Micro Processing Unit）２２によって統括的に制
御されている。このＭＰＵ２２は、メモリ２３に格納された制御プログラム及び各種の設
定値等に基づいて、また、このメモリ２３をワークエリアとして、各部の制御を行なって
いる。
【００２７】
さらに、このＭＰＵ２２は、有線入出力制御部２０及び無線入出力制御部２１を介して、
先に述べたように、他のカメラ１２，１３及びＰＣ１４等とデータ通信を行なうことがで
きる。
【００２８】
図３は、カメラ１１が、カメラ自動検索プロトコル（ＲＮＣＰ）により、自己と同じネッ
トワーク１５上に接続されている他のカメラ１２，１３を自動的に検索する動作を示して
いる。
【００２９】
まず、カメラ１１のＭＰＵ２２は、時刻Ｔ１で、ネットワーク１５上に検索メッセージ（
ＲＮＣＰＤＩＳＣＯＶＥＲメッセージ）を送出する。この検索メッセージには、自己のＩ
Ｐアドレスが含まれている。
【００３０】
そして、ネットワーク１５上に接続されている他のカメラ１２，１３は、それぞれ、ネッ
トワーク１５上に送出されたカメラ１１からの検索メッセージを検知すると、検索メッセ
ージが送出された時刻Ｔ１から所定時間（例えば９０秒）が経過する前の時刻Ｔ２で、返
信メッセージ（ＲＮＣＰＨＥＬＬＯメッセージ）をネットワーク１５上に送出する。
【００３１】
この場合、カメラ１２，１３は、それぞれ、カメラ１１からの検索メッセージに含まれる
カメラ１１のＩＰアドレスを取得して記録する。また、カメラ１２，１３は、返信メッセ
ージに自己のＩＰアドレスを含めている。
【００３２】
このため、カメラ１１のＭＰＵ２２は、ネットワーク１５上に送出されたカメラ１２，１
３からの返信メッセージを検知すると、その返信メッセージに含まれるカメラ１２，１３
のＩＰアドレスを取得してメモリ２３に記録する。これにより、カメラ１１のＭＰＵ２２
は、同じネットワーク１５上にカメラ１２，１３が存在することを認識することができる
。
【００３３】
そして、カメラ１１のＭＰＵ２２は、所定時間（例えば９０秒）の周期でネットワーク１
５上に検索メッセージを送出し、この送出した検索メッセージに対する返信メッセージを
検知することにより、他のカメラ１２，１３の存在を認識する動作を繰り返している。
【００３４】
また、任意の時刻、例えば時刻Ｔ３でカメラ１１のＭＰＵ２２が検索メッセージを送出し
た後の時刻Ｔ４で、カメラ１３がネットワーク１５上から削除されたとする。
【００３５】
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すると、カメラ１１のＭＰＵ２２は、それが時刻Ｔ３で送出した検索メッセージに対して
カメラ１３からの返信メッセージが得られず、さらに、その次の時刻Ｔ５で送出した検索
メッセージに対してカメラ１３からの返信メッセージが得られなくなる。
【００３６】
つまり、連続して送出された２つの検索メッセージに対して、２回ともカメラ１３からの
返信メッセージが得られない場合、カメラ１１のＭＰＵ２２は、カメラ１３がネットワー
ク１５上から削除されたものと判断して、カメラ１３のＩＰアドレスをメモリ２３から消
去する。
【００３７】
このように、カメラ１１のＭＰＵ２２は、ネットワーク１５上における他のカメラ１２，
１３の有無を周期的に検知している。これにより、カメラ１１のＭＰＵ２２は、ネットワ
ーク１５上における他のカメラの増設、削減等を容易に認識することができる。
【００３８】
また、このために、前記ＰＣ１４でカメラ１１にアクセスし、そのメモリ２３の内容を見
るだけで、ネットワーク１５上に接続されている全てのカメラ１２，１３を認識すること
が可能となる。
【００３９】
なお、カメラ１２，１３も同様に、それぞれが、検索メッセージを送出し、それに対する
返信メッセージを検知することによって、他のカメラの存在を検知し記録している。つま
り、ネットワーク１５上に接続された各カメラ１１，１２，１３は、相互に認識し合って
いる。
【００４０】
このため、ＰＣ１４でいずれのカメラ１１，１２，１３にアクセスしても、ネットワーク
１５上に接続されている全てのカメラ１２，１３を認識することが可能となっている。
【００４１】
図４は、上記したカメラ１１による他のカメラ１２，１３を認識する動作と、ＰＣ１４が
カメラ１１をアクセスした場合の動作とをまとめたフローチャートを示している。
【００４２】
まず、開始（ステップＳ１１）されると、カメラ１１のＭＰＵ２２は、ステップＳ１２で
、ネットワーク１５上に検索メッセージを送出する。そして、カメラ１１のＭＰＵ２２は
、ステップＳ１３で、ネットワーク１５上の返信メッセージを検知すると、ステップＳ１
４で、検知した返信メッセージに含まれるＩＰアドレスを記録する。
【００４３】
以上のステップＳ１２～Ｓ１４の動作は、カメラ自動検索動作として、所定周期で繰り返
し行なわれている。
【００４４】
このような状態で、カメラ１１のＭＰＵ２２は、ステップＳ１５で、ＰＣ１４からアクセ
スされ、マルチ画面表示が要求された場合、ステップＳ１６で、メモリ２３の内容を参照
して、ネットワーク上１５に現在接続されているカメラの台数が、自己も含めて２つ以上
であるか否かを判別する。
【００４５】
そして、ネットワーク上１５に現在接続されているカメラの台数が２つ以上でないと判断
された場合（ＮＯ）、カメラ１１のＭＰＵ２２は、ステップＳ１７で、自己の撮影した画
像信号をネットワーク１５を介してＰＣ１４に送出し、その画像表示部１４ａに表示させ
て、処理を終了（ステップＳ２２）する。
【００４６】
また、ステップＳ１６でネットワーク上１５に現在接続されているカメラの台数が２つ以
上であると判断された場合（ＹＥＳ）、カメラ１１のＭＰＵ２２は、ステップＳ１８で、
カメラの台数に応じてマルチ画面表示を行なうためのレイアウトを設定する。
【００４７】
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このレイアウトとしては、ＰＣ１４の画像表示部１４ａの画面を、水平及び垂直方向にそ
れぞれ２分割して４画面を作成するモードと、水平及び垂直方向にそれぞれ３分割して９
画面を作成するモードと、水平及び垂直方向にそれぞれ４分割して１６画面を作成するモ
ードとが用意されている。
【００４８】
そして、ステップＳ１８では、カメラの台数に応じていずれかのモードを選定することに
なる。この実施の形態では、３台のカメラ１１，１２，１３がネットワーク１５上に接続
されているので、４画面を作成するモードが選定され、そのモード情報がＰＣ１４に送出
されることになる。
【００４９】
このため、ＰＣ１４では、カメラ１１から送出されたモード情報に応じて、図５に示すよ
うに、その画像表示部１４ａの画面を４つの領域ａ，ｂ，ｃ，ｄに分割する。
【００５０】
その後、カメラ１１のＭＰＵ２２は、ステップＳ１９で、ＰＣ１４に対して、その画像表
示部１４ａの分割された４つの領域ａ，ｂ，ｃ，ｄにそれぞれ画像を表示させるための画
像信号を、各カメラ１１，１２，１３から取得するように、指示を送出する。
【００５１】
この場合、カメラ１１のＭＰＵ２２は、領域ａに画像を表示させるための画像信号をカメ
ラ１１から取得し、領域ｂに画像を表示させるための画像信号をカメラ１２から取得し、
領域ｃに画像を表示させるための画像信号をカメラ１３から取得し、領域ｄを無表示状態
にするように、ＰＣ１４に指示を発生する。
【００５２】
これにより、ＰＣ１４は、ステップＳ２０で、各カメラ１１，１２，１３から画像信号を
送出させ、ステップＳ２１で、その画像表示部１４ａの領域ａにカメラ１１の画像を表示
させ、領域ｂにカメラ１２の画像を表示させ、領域ｃにカメラ１３の画像を表示させ、領
域ｄを無表示にして、処理を終了（ステップＳ２２）する。
【００５３】
上記した実施の形態によれば、カメラ自動検索プロトコルにより、ネットワーク１５上に
接続されている全てのカメラ１１，１２，１３が相互に認識し合い、それぞれのカメラ１
１，１２，１３が他のカメラのＩＰアドレス等の情報を記録するようにしている。
【００５４】
このため、ＰＣ１４によって任意の１台のカメラをアクセスし、そこに記録されている他
のカメラのＩＰアドレス等の情報を読み取るだけで、ネットワーク１５に接続されている
全てのカメラ１１，１２，１３を容易に認識することができるようになる。
【００５５】
そして、各カメラ１１，１２，１３同士の相互認識動作は、一定の周期を持って繰り返し
行なわれ、認識結果に応じて記録されている情報が更新されるので、新たにネットワーク
１５に接続されたカメラや、ネットワーク１５から削除されたカメラも容易に認識するこ
とが可能となる。
【００５６】
これにより、ネットワーク１５上でカメラの増設、削減、変更等があった場合に、その都
度、ＰＣ１４に対してＩＰアドレスの追加、消去、変更等の操作を行なう必要がなくなる
ので、煩雑な操作を行なうことなく、ネットワーク１５上に存在するカメラを正確に把握
することができる。
【００５７】
また、任意のカメラのＭＰＵは、ＰＣ１４によって自己が選択され、マルチ画面表示が要
求された状態で、ネットワーク１５上に接続されている全てのカメラの台数からマルチ画
面表示のためのレイアウトを示す情報と、そのレイアウトによって示される各分割領域に
表示させる画像をどのカメラから取得するのかを示す情報とを、ＰＣ１４に与えるように
している。
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【００５８】
このため、ＰＣ１４は、任意の１台のカメラにアクセスし、マルチ画面表示を要求するだ
けで、そのカメラ側から提供された情報に基づいて、マルチ画面を作成して表示すること
ができるので、煩雑な操作を行なうことなく容易に各カメラから得られる画像をマルチ画
面表示することが可能となる。
【００５９】
なお、図４で示した動作説明では、カメラ１１のＭＰＵ２２が、ステップＳ１８でマルチ
画面表示のためのレイアウトを示す情報を送出した後、ステップＳ１９で各分割領域に表
示すべき画像をカメラ１１，１２，１３から取得させる指示を送出するようにしている。
【００６０】
しかしながら、これに限らず、例えば、ステップＳ１８で、カメラ１１のＭＰＵ２２がマ
ルチ画面表示のためのレイアウトを示す情報を送出する際に、自己の撮影した画像信号と
その画像信号を領域ａに表示させる指示とを送出し、以下のステップＳ１９では、分割領
域ｂ，ｃに表示する画像をカメラ１２，１３から取得させる指示を送出するようにしても
良いものである。
【００６１】
また、ＰＣ１４がカメラ１１にアクセスして、図５に示すようなマルチ画面表示が行なわ
れている状態で、図３で説明したように、カメラ１３がネットワーク１５上から削除され
たとする。
【００６２】
この場合、カメラ１１のＭＰＵ２２は、カメラ１３がネットワーク１５上から削除された
ことを検知すると、ＰＣ１４に対して、領域ｃを無表示状態にするように指示を送出する
。
【００６３】
このため、クライアントは、カメラ１３の画像を表示していた領域ｃが無表示になったこ
とにより、カメラ１３がネットワーク１５上から削除されたことを認識することができる
。
【００６４】
なお、カメラ１１のＭＰＵ２２は、カメラ１３がネットワーク１５上から削除されたこと
を検知した場合、ＰＣ１４に対して、その旨を示すメッセージ等を表示させるようにして
も良いものである。
【００６５】
図６は、上記した実施の形態の変形例を示している。すなわち、図１で示したカメラ１，
１２，１３及びＰＣ１４が接続されたネットワーク１５に、カメラ２４，２５が接続され
た他のネットワーク２６が、ルータ２７によって接続されている。
【００６６】
この場合、ネットワーク１５上で機能しているカメラ自動検索プロトコル（ＲＮＣＰ）は
、ルータ２７を通過することができないため、ネットワーク２７上に接続されているカメ
ラ２４，２５の検索を行なうことはできない。つまり、ネットワーク１５上のカメラ１１
，１２，１３が、ネットワーク２７上のカメラ２４，２５を認識することはできない。
【００６７】
このような場合、クライアントは、ネットワーク２７上に接続されているカメラ２４，２
５のＩＰアドレスを、ネットワーク１５上に接続されている全てのカメラ１１，１２，１
３にそれぞれ手動操作で記録させる。
【００６８】
これにより、ＰＣ１４で例えばカメラ１１にアクセスして、そのメモリ２３の内容を見る
ことにより、ネットワーク１５，２６に接続されている全てのカメラ１１，１２，１３，
２４，２５を把握することが可能となる。
【００６９】
また、ＰＣ１４でカメラ１１にアクセスし、マルチ画面表示を要求した場合、カメラ１１
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のＭＰＵ２２は、まず、カメラの総数が５であることから、マルチ画面表示のためのレイ
アウトとして９画面を作成するモードを選定し、そのモード情報をＰＣ１４に送出する。
【００７０】
このため、ＰＣ１４では、カメラ１１から送出されたモード情報に応じて、図７に示すよ
うに、その画像表示部１４ａの画面を９個の領域ａ，ｂ，ｃ，ｄ，ｅ，ｆ，ｇ，ｈ，ｉに
分割する。
【００７１】
その後、カメラ１１のＭＰＵ２２は、ＰＣ１４に対して、その画像表示部１４ａの分割さ
れた９個の領域ａ～ｉにそれぞれ画像を表示させるための画像信号を、各カメラ１１，１
２，１３，２４，２５から取得するように、指示を送出する。
【００７２】
この場合、カメラ１１のＭＰＵ２２は、領域ａ，ｂ，ｃ，ｄ，ｅに画像を表示させるため
の画像信号を、それぞれカメラ１１，１２，１３，２４，２５から取得し、領域ｆ，ｇ，
ｈ，ｉをそれぞれ無表示状態にするように、ＰＣ１４に指示を発生する。
【００７３】
これにより、画像表示部１４ａの領域ａ，ｂ，ｃ，ｄ，ｅに、それぞれカメラ１１，１２
，１３，２４，２５の画像が表示され、領域ｆ，ｇ，ｈ，ｉが無表示状態となる。
【００７４】
ここで、上記した実施の形態及びその変形例では、マルチ画面表示が要求された場合に、
ネットワーク１５，２６に接続されている全てのカメラ１１，１２，１３，２４，２５の
画像を分割表示させるようにしている。
【００７５】
しかしながら、これに限らず、例えばＰＣ１４で画像をマルチ画面表示させるカメラを指
定することにより、その指定されたカメラの画像のみをマルチ画面表示させるようにする
ことも可能である。
【００７６】
なお、この発明は上記した実施の形態そのままに限定されるものではなく、実施段階では
その要旨を逸脱しない範囲で構成要素を種々変形して具体化することができる。
【００７７】
また、上記した実施の形態に開示されている複数の構成要素を適宜に組み合わせることに
より、種々の発明を形成することができる。例えば、実施の形態に示される全構成要素か
ら幾つかの構成要素を削除しても良いものである。
【００７８】
【発明の効果】
以上詳述したようにこの発明によれば、ネットワーク上でカメラの増設、削減、変更等が
あっても、煩雑な操作を行なうことなく容易に各カメラから得られる画像をマルチ画面表
示することを可能としたネットワーク接続カメラ及び画像表示方法を提供することができ
る。
【図面の簡単な説明】
【図１】　この発明の実施の形態を示すもので、監視システムの概略を説明するために示
す図。
【図２】　同実施の形態におけるカメラの信号処理系を説明するために示すブロック構成
図。
【図３】　同実施の形態におけるネットワーク上でのカメラ自動検索動作を説明するため
に示す図。
【図４】　同実施の形態におけるマルチ画面表示動作を説明するために示すフローチャー
ト。
【図５】　同実施の形態におけるマルチ画面表示のレイアウトの一例を説明するために示
す図。
【図６】　同実施の形態における監視システムの変形例を説明するために示す図。
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【図７】　同実施の形態におけるマルチ画面表示のレイアウトの他の例を説明するために
示す図。
【符号の説明】
１１，１２，１３…カメラ、１４…ＰＣ、１５…ネットワーク、１６…撮像レンズ、１７
…固体撮像素子、１８…画像信号処理部、１９…画像信号圧縮部、２０…有線入出力制御
部、２１…無線入出力制御部、２２…ＭＰＵ、２３…メモリ、２４，２５…カメラ、２６
…ネットワーク、２７…ルータ。

【 図 １ 】 【 図 ２ 】
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

(11) JP 3748439 B2 2006.2.22



【 図 ７ 】

(12) JP 3748439 B2 2006.2.22



フロントページの続き

(72)発明者  大島　功
            東京都青梅市新町３丁目３番地の１　東芝デジタルメディアエンジニアリング株式会社内
(72)発明者  吉村　博
            東京都青梅市末広町２丁目９番地　株式会社東芝青梅事業所内
(72)発明者  安蒜　康仁
            東京都青梅市末広町２丁目９番地　株式会社東芝青梅事業所内

    審査官  酒井　伸芳

(56)参考文献  特開２００１－２３１０３２（ＪＰ，Ａ）
              特開平１１－３４１０６５（ＪＰ，Ａ）
              特開２０００－２９９６９０（ＪＰ，Ａ）
              特開平０９－０９８３３１（ＪＰ，Ａ）
              特開２００２－０９４７３４（ＪＰ，Ａ）

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              H04N  7/18
              G09G  5/00
              G09G  5/00   510
              G09G  5/14

(13) JP 3748439 B2 2006.2.22


	bibliographic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

