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(57)【要約】
【課題】　撮影者への負担を軽減して定点撮影を容易に
行うことを可能にしたカメラを提供する。
【解決手段】　カメラの現在のカメラ位置情報を計測す
るカメラ位置計測手段１６１，１６２と、過去に撮影し
た画像の少なくとも撮影位置情報を記録する手段１６５
と、現在のカメラ位置情報と過去の撮影位置情報とを比
較して両者の差を演算する演算手段１００と、演算した
両者の差を表示する表示手段１２，１５とを備える。撮
影者は表示を参照することにより過去の撮影位置と同一
位置における定点撮影を容易に実現することができる。
【選択図】　図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくともカメラの現在のカメラ位置情報を計測するカメラ位置計測手段と、過去に撮
影した画像の少なくとも撮影位置情報を記録する手段と、現在のカメラ位置情報と過去の
撮影位置情報とを比較して両者の差を演算する演算手段と、演算した両者の差を表示する
表示手段とを備えることを特徴とする定点撮影が可能なカメラ。
【請求項２】
　前記カメラ位置計測手段はＧＰＳセンサであることを特徴とする請求項１に記載の定点
撮影が可能なカメラ。
【請求項３】
　現在のカメラの方位及び姿勢を計測するカメラ方位計測手段とカメラ姿勢計測手段と、
過去に撮影した画像の撮影方位情報と撮影姿勢情報を記録する手段と、現在のカメラ方位
情報及びカメラ姿勢情報と過去の撮影方位情報及び撮影姿勢情報とを比較して両者の差を
演算する演算手段と、演算した両者の差を表示する表示手段とを備えることを特徴とする
請求項１又は２に記載の定点撮影が可能なカメラ。
【請求項４】
　前記カメラ方位計測手段は地磁気を利用して方位を計測するＭＩセンサ又はＭＲセンサ
であることを特徴とする請求項３に記載の定点撮影が可能なカメラ。
【請求項５】
　前記カメラ姿勢計測手段はＸ軸、Ｙ軸、Ｚ軸の３方向の加速度を検出する３軸加速度セ
ンサであることを特徴とする請求項３又は４に記載の定点撮影が可能なカメラ。
【請求項６】
　現在のカメラの撮影レンズの焦点距離を検出するレンズ焦点距離計測手段と、過去に撮
影した画像の撮影レンズの焦点距離を記録する手段と、現在の撮影レンズ焦点距離情報と
過去の撮影レンズ焦点距離情報とを比較して両者の差を演算する演算手段と、演算した両
者の差を表示する表示手段とを備えることを特徴とする請求項１ないし５のいずれかに記
載の定点撮影が可能なカメラ。
【請求項７】
　現在のカメラの撮影レンズがパワーズームレンズであるときに、当該撮影レンズの焦点
距離を過去の撮影レンズ焦点距離に一致するようにパワーズームレンズをズーム調整する
手段を備えることを特徴とする請求項６に記載の定点撮影が可能なカメラ。
【請求項８】
　過去に撮影した画像の合焦情報を記録する手段と、現在の撮影レンズにおける焦点情報
と前記過去の画像の合焦情報とを比較して両者の差を演算する演算手段と、演算した両者
の差を表示する表示手段とを備えることを特徴とする請求項１ないし７のいずれかに記載
の定点撮影が可能なカメラ。
【請求項９】
　現在のカメラの撮影レンズが自動焦点レンズであるときに、当該撮影レンズの合焦対象
を過去の撮影レンズの合焦対象に一致するように撮影レンズの合焦制御を行う手段を備え
ることを特徴とする請求項８に記載の定点撮影が可能なカメラ。
【請求項１０】
　前記演算手段は演算した差が所定の許容範囲内にあるか否かを判定し、前記表示手段は
判定した判定結果を表示することを特徴とする請求項１ないし９のいずれかに記載の定点
撮影が可能なカメラ。
【請求項１１】
　定点撮影モードが設定可能であり、定点撮影モードに設定されたときに前記演算手段で
の演算と前記表示手段での表示を行うことを特徴とする請求項１０に記載の定点撮影が可
能なカメラ。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は一定の場所から一定の条件で撮影が可能な定点撮影が可能なカメラに関するも
のである。
【背景技術】
【０００２】
　一定の場所から一定の時間間隔あるいは一定の焦点距離で撮影する定点撮影という撮影
手法がある。例えば、同じ風景を時間を変えて撮影することで季節毎に異なる風景を撮影
しようとする場合である。この定点撮影を行うにはカメラを固定設置してしまえば容易で
あり、業務用カメラや監視カメラではこの方法がとられている。しかし、アマチュアが趣
味で定点撮影を行う場合にはこの方法は困難であり、そのため撮影の都度、カメラを一定
の場所に設置し、かつ撮影画角（レンズ焦点距離）や撮影アングル（撮影方向）の条件を
前回撮影した条件に一致させて撮影する必要がある。このような場合、前回の撮影場所を
計測して記録することは困難であり、仮に計測して記憶することが可能であるとしても前
回と全く同じ場所を特定してカメラを設定することは困難である。また、撮影画角や撮影
アングルも前回撮影した写真を参照しながら設定する必要があって容易ではない。特許文
献１には、ＧＰＳ受信機能と方位センサを内蔵して位置と方位を計測し、撮影した画像デ
ータに計測した位置情報と方位情報を付加して記録するカメラ装置が既に存在しているこ
とが記載されている。このようなカメラ装置を使用すれば、記録された位置情報と方位情
報に基づいてカメラの位置と方位を設置すれば定点撮影を行なうことが可能になると考え
られる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００４－３２２８６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかし、特許文献１に記載のカメラ装置はあくまでも位置情報と方位情報が得られるも
のに過ぎないので、実際に定点撮影をする場合に、カメラの設置位置が正しい位置に設置
されているのか、正しい方向に向けられているのかを確認するためには、その都度カメラ
装置において位置と方位を計測し、計測した値と記録されている情報の値とが一致するよ
うに撮影者が判断しながら設置を行う必要があり、カメラを設置する作業が煩雑であると
ともに設置に時間がかかるという問題がある。また、特許文献１のカメラ装置ではレンズ
の焦点距離等の撮影情報を記録することは記載されていないが、仮にこの撮影情報が記録
されていた場合でも、定点撮影に際しては撮影者が撮影情報に基づいて手操作でレンズ操
作を行う必要があり、撮影操作が煩雑なものになることは避けられない。
【０００５】
　本発明の目的は、撮影者への負担を軽減して定点撮影を容易に行うことを可能にしたカ
メラを提供するものである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の第１の発明は、少なくともカメラの現在のカメラ位置情報を計測するカメラ位
置計測手段と、過去に撮影した画像の少なくとも撮影位置情報を記録する手段と、現在の
カメラ位置情報と過去の撮影位置情報とを比較して両者の差を演算する演算手段と、演算
した両者の差を表示する表示手段とを備える。ここで、カメラ位置計測手段は、例えば、
ＧＰＳセンサで構成する。
【０００７】
　本発明の第２の発明は、第１の発明の構成に加えて、現在のカメラの方位及び姿勢を計
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測するカメラ方位計測手段とカメラ姿勢計測手段と、過去に撮影した画像の撮影方位情報
と撮影姿勢情報を記録する手段と、現在のカメラ方位情報及びカメラ姿勢情報と過去の撮
影方位情報及び撮影姿勢情報とを比較して両者の差を演算する演算手段と、演算した両者
の差を表示する表示手段とを備える。ここで、カメラ方位計測手段は、例えば、地磁気を
利用して方位を計測するＭＩセンサ又はＭＲセンサで構成する。また、カメラ姿勢計測手
段はＸ軸、Ｙ軸、Ｚ軸の３方向の加速度を検出する３軸加速度センサで構成する。
【０００８】
　本発明の第３の発明は、第１の発明及び／又は第２の発明に加えて、現在のカメラの撮
影レンズの焦点距離を検出するレンズ焦点距離計測手段と、過去に撮影した画像の撮影レ
ンズの焦点距離を記録する手段と、現在の撮影レンズ焦点距離情報と過去の撮影レンズ焦
点距離情報とを比較して両者の差を演算する演算手段と、演算した両者の差を表示する表
示手段とを備える。ここで、現在のカメラの撮影レンズがパワーズームレンズであるとき
に、当該撮影レンズの焦点距離を過去の撮影レンズ焦点距離に一致するようにパワーズー
ムレンズをズーム調整する手段を備える。
【０００９】
　本発明の第４の発明は、第１の発明、第２の発明、第３の発明に加えて、過去に撮影し
た画像の合焦情報を記録する手段と、現在の撮影レンズにおける焦点情報と過去の画像の
合焦情報とを比較して両者の差を演算する演算手段と、演算した両者の差を表示する表示
手段とを備える。ここで、現在のカメラの撮影レンズが自動焦点レンズであるときに、当
該撮影レンズの合焦対象を過去の撮影レンズの合焦対象に一致するように撮影レンズの合
焦制御を行う手段を備える。
【００１０】
　本発明の第１ないし第４の発明において、演算手段は演算した差が所定の許容範囲内に
あるか否かを判定し、表示手段は判定した判定結果を表示する構成とする。本発明のカメ
ラでは、定点撮影モードが設定可能であり、定点撮影モードに設定されたときに演算手段
での演算と前記表示手段での表示を行うように構成してもよい。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明の第１の発明によれば、過去に撮影した画像を参照して自動的に当該画像の撮影
位置を表示するとともに、現在のカメラ位置との差を演算して位置修正量を表示するとと
もに、定点位置であるか否かを判定表示する。撮影者はこの表示を参照することにより過
去の撮影位置と同一位置における定点撮影を容易に実現することができる。
【００１２】
　本発明の第２の発明によれば、過去に撮影した画像を参照して自動的に当該画像を撮影
した姿勢と方位を表示するとともに、現在のカメラの非勢と方位との差を演算して姿勢と
方位の修正量を表示するとともに、姿勢と方位が一致しているか否かを判定表示すること
ができる。撮影者はこの表示を参照することにより過去の撮影状態と同一姿勢、同一方位
での撮影を容易に実現することができる。
【００１３】
　本発明の第３の発明によれば、過去に撮影した画像を参照して自動的に撮影レンズの焦
点距離を表示するとともに、現在の撮影レンズの焦点距離との差を演算して修正量を表示
するとともに、焦点距離が一致しているか否かを判定表示することができる。撮影者はこ
の表示を参照することにより過去の撮影時の焦点距離と同一焦点距離での撮影を容易に実
現することができる。
【００１４】
　本発明の第４の発明によれば、過去に撮影した画像を参照して自動的に合焦対象と現在
の撮影レンズの焦点情報との差を演算して修正量を表示するとともに、合焦対象が一致し
ているか否かを判定表示することができる。撮影者はこの表示を参照することにより過去
の撮影時の合焦対象と同一対象に合焦した撮影を容易に実現することができる。
【図面の簡単な説明】



(5) JP 2010-183150 A 2010.8.19

10

20

30

40

50

【００１５】
【図１】実施形態のカメラの概念構成図。
【図２】カメラの機能ブロック図。
【図３】カメラの姿勢方位を説明するための図。
【図４】定点撮影動作のフローチャート。
【図５】各種情報、修正量、判定の表示例を示す図。
【図６】カメラの姿勢方位を説明する図。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　次に、本発明の実施の形態を図面を参照して説明する。図１は本発明を適用したデジタ
ル一眼レフカメラの概念構成図である。このデジタル一眼レフカメラ（以下、単にカメラ
と称する）での撮影を行うための一般的な構成についての説明は省略するが、カメラボデ
ィ１と、これに着脱可能な撮影レンズ２を備えており、カメラボディ１にはレリーズスイ
ッチ１１、ＬＣＤ表示装置１２、モード設定ダイヤル１３、その他の各種設定スイッチ１
４、及び破線で示すモニタ装置１５が設けられる。特に、後述するように、モード設定ダ
イヤル１３では「定点撮影モード」が設定でき、この「定点撮影モード」に設定したとき
には、「情報記録モード」と「撮影モード」を設定することができる。これらのモードの
詳細については後述するが、「撮像モード」は被写体を撮像するときに、後述する情報メ
モリ（ここではＥｘｉｆメモリ）に記録されている各種情報と現在の撮影位置や方位等と
を比較してこれらが一致しているか否かを例えばＬＣＤ表示装置１２やモニタ装置に表示
し、さらには一致するようにカメラの各部を自動制御するモードである。「情報記録モー
ド」は、例えば過去にカメラで撮影した画像を撮影データ等の各種情報と共にパソコンに
取り込んでおき、取り込んだ複数の画像から選択した画像をパソコンに表示したときに当
該画像の各種情報をカメラの情報メモリに記録するモードである。また、カメラボディ１
内には後述するように本発明を実現するためのＧＰＳセンサ１６１及びＧＰＳアンテナ１
６２、姿勢方向センサ１６３、方位センサ１６４が内蔵されている。
【００１７】
　図２はカメラの機能ブロック図であり、既存の構成については説明を簡略化するが、撮
影レンズ２で結像する被写体像を撮像するためのクイックリターンミラー１０１、シャッ
ター１０２、光学ＬＰＦ１０３、ピント板１０４、ペンタプリズム１０５、接眼レンズ１
０６等のいわゆる撮像機構を備えており、被写体をＣＣＤ等の撮像素子１０７に結像し、
得られた撮像信号を増幅回路１０８で増幅し、Ａ／Ｄ変換回路１０９でデジタル信号に変
換した上で信号処理回路１１０で画像データに変換し、得られた画像データを圧縮回路１
１１で圧縮しあるいは圧縮することなく画像メモリ１１２に記録する。前記撮像素子１０
７での撮像を行うためにＣＣＤドライバ１１３、クロックジェネレータ１１４が設けられ
、これらはＣＰＵ１００によって制御される。また、撮影レンズ２での撮影画角の設定、
合焦、露出を設定するために撮影レンズ２のレンズ機構２０１や絞り２０２を駆動するた
めに撮影レンズ２に設けられたズーム駆動機構２１１、ＡＦ駆動機構２１２、絞り駆動機
構２１３と、カメラボディ１内に設けられたＡＦユニット１２１、ミラー・シャッター駆
動機構１２２が前記ＣＰＵ１００によって制御される。さらに、被写体を測光するための
測光素子１３１及び露出制御回路１３２や、ストロボ撮影を行うためのストロボ１４１及
びストロボ制御回路１４２が設けられ、また、電源としての電池１５１及びＤＣ／ＤＣコ
ンバータ１５２、さらに外部パソコンＰＣに接続するための外部コネクタ１５３が設けら
れる。
【００１８】
　さらに、本発明を実現するための構成部品として、カメラの位置を計測するためのＧＰ
Ｓセンサ１６１及びＧＰＳアンテナ１６２と、カメラの姿勢方向を計測するための姿勢方
向センサ１６３と、カメラの光軸の方位を計測するための方位センサ１６４と、計測した
各情報を記録するための情報メモリ１６５とを備えている。前記ＧＰＳセンサ１６１、姿
勢方向センサ１６３、方位センサ１６４、及び情報メモリ１６５は前記ＣＰＵ１００に接
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続されており、ＣＰＵ１００は各センサで計測した情報を画像メモリ１１２に記録し、あ
るいは画像メモリ１１２に記録されている情報を読み出して情報メモリ１６５に記録し、
計測した情報との比較を行った上で定点撮影のための処理を行うことができるようになっ
ている。
【００１９】
　前記ＧＰＳセンサ１６１はＧＰＳ衛星を利用してカメラが存在する経度、緯度、標高等
の位置情報を計測するセンサであり、これは既に広く知られているので説明は省略するが
、ここでは電源の供給の下にＧＰＳアンテナ１６２を接続するだけでＧＰＳ動作を行うオ
ールイン・ワン・パッケージ型のＧＰＳモジュールとして構成されている。この実施形態
では、図１に示したように、ＧＰＳセンサ１６１とＧＰＳアンテナ１６２を共にカメラボ
ディ１内に内蔵し、カメラの電源を利用して動作するように構成している。
【００２０】
　前記姿勢方向センサ１６３は３軸加速度センサで構成されており、図１に示したように
カメラボディ１内に内蔵している。この３軸加速度センサは互いに直交するＸ軸、Ｙ軸、
Ｚ軸の各方向の運動加速度を検出することで水平面及び鉛直線に対する各軸の傾斜角度か
らなる姿勢情報を計測することが可能である。ここでは、図３に模式的に示すように、Ｙ
軸、Ｚ軸、Ｘ軸をそれぞれカメラの光軸方向（撮影レンズ２の光軸方向、以下同じ）、光
軸と垂直方向に直交するカメラボディ１の高さ方向（上下方向）、光軸と水平方向に直交
するカメラボディ１の幅方向（左右方向）に一致させるようにしてカメラボディ１内に姿
勢方向センサ１６３を内蔵することで、カメラボディ１の水平面、鉛直線に対するそれぞ
れの傾斜角度を検出し、姿勢情報を得ることが可能とされている。
【００２１】
　前記方位センサ１６４はＭＲセンサやＭＩセンサ等のように２軸の感磁軸を持つ磁気方
位センサで構成されており、地磁気を利用することで東西南北の方位を計測することがで
きる。この方位センサ１６４の前記２つの感磁軸をＸ軸とＹ軸にそれぞれ一致させて図１
のようにカメラボディ１に内蔵し、カメラの光軸を基準となる方位に設定することでカメ
ラの光軸の方位、すなわち水平面における東西南北のいずれの方位に向けられているかの
方位情報を計測することが可能とされている。
【００２２】
　画像メモリ１１２はＥｘｉｆ規格に基づいてＧＰＳセンサ１６１で計測したカメラの位
置情報を記録するメモリ領域が確保されており、このメモリ領域に対して当該位置情報を
記録し、あるいは読み出すことが可能である。また、前記姿勢方向センサ１６３で計測し
たカメラのＸ軸、Ｙ軸、Ｚ軸の傾き、すなわち水平方向及び鉛直方向に対するカメラの姿
勢情報を記録するメモリ領域と、前記方位センサ１６４で計測した方位情報を記録するメ
モリ領域を確保しており、当該姿勢情報と方位情報を記録し、あるいは読み出すことが可
能である。さらに、既存のカメラと同様に撮影を行ったときの撮影情報、例えば撮影レン
ズ２の焦点距離、絞り値、シャッター速度、露出等の撮影情報を記録するメモリ領域を確
保しており、これらの撮影情報を記録し、あるいは読み出すことが可能である。また、情
報メモリ１６５は、画像のＥｘｉｆ情報から前記カメラの位置情報、カメラの姿勢情報、
方位情報を記録、読み出すことができる。この動作はＣＰＵ１００によってコントロール
される。
【００２３】
　前記ＣＰＵ１００は前記したように、撮影した画像を処理して記録する機能、カメラを
構成する各機構の動作を制御する機能、各センサで計測した各種情報を情報メモリに対し
てアクセスしてこれら情報の記録と読み出しを行う機能を備えることは言うまでもない。
また、これらの機能に加えて、カメラを外部コネクタ１５３を介してパソコンＰＣに接続
し、過去に撮影して外部メモリに記録した画像、あるいはパソコンに取り込んでいた画像
をパソコンＰＣのディスプレイに表示したときに、この表示した画像に付帯する各種情報
、すなわち位置情報、姿勢情報、方位情報、及び撮影情報を情報メモリ１６５に記録し、
さらに記録した後に読み出すことも可能とされている。なお、パソコンＰＣに画像を表示
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することなく当該画像をカメラのモニタ装置１５に表示させた上で当該画像の各種情報を
記録メモリ１６５に記録するようにすることも可能である。
【００２４】
　さらに、前記ＣＰＵ１００は情報メモリ１６５に記録されている各種情報のうち、過去
に撮影した画像に関する位置情報、姿勢情報、方位情報、及び撮影情報（以下、過去情報
と称する）と、ＧＰＳセンサ１６１，姿勢方位センサ１６３，方位センサ１６４の各セン
サで計測したカメラの現在の位置情報、姿勢情報、方位情報、及び現在撮影しようとする
際の撮影情報（以下、現状情報）とをそれぞれ読み出して両者を比較し、両者の差を修正
量として演算し、演算した修正量をＬＣＤ表示装置１２やモニタ装置に表示する機能をも
備えている。特に、この実施形態では、過去情報と現状情報のそれぞれ位置情報、姿勢情
報、方位情報を比較することにより、「カメラ位置」、「カメラ姿勢」、「焦点距離」の
現状値、修正量を表示するようになっている。さらにここでは修正量が「０」または所定
の許容範囲内のときには「ＯＫ」を、それ以外のときには「ＮＧ」を表示する判定表示を
も行うようになっている。
【００２５】
　以上の構成のカメラにおける撮影動作を図４のフローチャートを参照して説明する。撮
影者が定点撮影を行う場合には、カメラのモードダイヤルを「定点撮影モード」に設定す
る。ＣＰＵ１００は「定点撮影モード」に設定されているか否かを判定し（Ｓ１０１）、
「定点撮影モード」でない場合には通常の撮影フローに移行する。すなわち測光・測色を
行い（Ｓ１１２）、測距を行い（Ｓ１１３）、ＡＦ（オートフォーカス）制御を行った上
で（Ｓ１１４）、撮影者によるレリーズ動作を待ってシャッターを駆動して撮影を行い（
Ｓ１１５）、撮影した画像の処理及び画像メモリへの記録を行う（Ｓ１１６）。
【００２６】
　ＣＰＵ１００は「定点撮影モード」の設定を判定すると、対象画像が指定されたか否か
判定する（Ｓ１０２）。撮影者は画像メモリ１１２に記録されている画像をモニタ装置１
５に順次表示させ、対象となる画像が記録されている場合には当該対象画像を指定する。
この指定によりカメラは「撮影モード」に自動設定される（Ｓ１０３）。そして、指定さ
れた画像メモリ１１２の中の対象画像については、その過去情報、すなわち位置情報、姿
勢情報、方位情報、撮影情報は情報メモリ１６５に記録されているので、ＣＰＵ１００は
この過去情報を取得する（Ｓ１０４）。一方、画像メモリ１１２に対象画像が記録されて
おらず画像メモリ１１２の画像で対象画像を指定できないときには、撮影者は「情報記録
モード」に切り替える（Ｓ１０５）。そして、カメラをパソコンＰＣに接続した上で対象
となる画像をパソコンＰＣに表示させて当該画像を指定し、あるいは当該画像をカメラの
モニタ装置１５に表示させた上で指定する。この画像の指定により「撮影モード」に戻り
（Ｓ１０３）、ＣＰＵ１００は表示された画像の過去情報を読み出し、読み出した過去情
報をカメラ内の情報メモリ１６５に記録した上で取得する（Ｓ１０４）。なお、図示して
いないが、パソコンを利用しないときには外部画像メモリをカメラに接続し、当該外部画
像メモリに記録している画像をカメラのモニタ装置１５に表示して指定し、その過去情報
を情報メモリ１６５に記録し、取得するようにしてもよい。
【００２７】
　ＣＰＵ１００は過去情報を情報メモリ１６５から読み出して取得すると、直ちにカメラ
ボディ１に装着されている撮影レンズ２の焦点距離情報を取得する。これは、撮影レンズ
２の型式やズーム駆動機構２１１からの情報に基づいて行うことが可能である。また、こ
れと同時に、ＧＰＳセンサ１６１で計測した位置情報と、姿勢方位センサ１６３で計測し
た姿勢情報と、方位センサ１６４で計測した方位情報と、カメラの各機構から現在のカメ
ラにおける撮影情報からなる現状情報を取り込む（Ｓ１０６）。次いで、取り込んだ現状
情報のうち、撮影レンズ２の焦点距離について過去情報との一致を判定する（Ｓ１０７）
。現在の撮影レンズ２がズームレンズである場合には、図５（ａ）に示すように、過去情
報の焦点距離と現在の焦点距離との差を修正量としてＬＣＤ表示装置１２やモニタ装置１
５に表示する。このとき、修正量が許容範囲を外れているときには「ＮＧ」を表示するが
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、撮影者がこの表示を確認して手操作で焦点距離を調整し、修正量が「０」又は所定の許
容範囲内になったときには図５（ｂ）のように「ＯＫ」を表示する。また、焦点距離が同
一でない場合に、撮影レンズ２がパワーズームレンズの場合には（Ｓ１０８）、ＣＰＵ１
００はズーム駆動機構２１１を制御して撮影レンズ２の焦点距離を過去情報の焦点距離に
一致させる（Ｓ１０９）。このときには、図５（ｂ）に示したように、表示された修正量
は「０」になり、同時に「ＯＫ」が表示されることになる。なお、現在の撮影レンズが固
定焦点レンズで、その焦点距離が過去情報の焦点距離と相違する場合には「ＮＧ」を表示
し、以降の撮影を禁止するようにしてもよい。
【００２８】
　次いで、ＣＰＵ１００はＧＰＳセンサ１６１で計測した位置情報、すなわち緯度、経度
、高度を取得した上で、これを先に取得していた過去情報の位置情報と比較し、両者の差
を演算し、この差が許容範囲内であるか否かを判定する（Ｓ１１０）。同様に、ＣＰＵ１
００は姿勢方位センサ１６３で計測した姿勢情報と、方位センサ１６４で計測した方位情
報とでカメラ姿勢を演算し、既に取得している過去情報に基づいて演算したカメラ姿勢と
比較し、両者の差を演算し、この差が許容範囲内であるか否かを判定する（Ｓ１１０）。
そして、取得した現状情報と、演算した差を修正量として、さらに修正量が許容範囲内に
あるか否かをＬＣＤ表示装置１２やモニタ装置１５に表示する（Ｓ１１１）。このとき、
位置情報の修正量が緯度、経度、高度の全てについて修正量が「０」又は許容範囲内のと
きには図５（ｂ）のように「ＯＫ」を表示し、いずれか一つでも許容範囲に入っていない
ときには図５（ａ）のように「ＮＧ」を表示する。同様に、姿勢及び方位の修正量が方位
、前後傾斜角度、左右傾斜角度の全てについて修正量が「０」又は許容範囲内のときには
図５（ｂ）のように「ＯＫ」を表示し、いずれか一つでも許容範囲に入っていないときに
は図５（ａ）のように「ＮＧ」を表示する。
【００２９】
　図５（ａ）のように、判定が「ＮＧ」の表示が行われたときには、撮影者はカメラ位置
とカメラ姿勢の両判定が「ＯＫ」になるように、カメラの位置を移動させる。例えば、図
５（ａ）に表示されているカメラ位置の修正量を参照し、修正量に表示されている量だけ
現在位置よりも前後、左右、上下に移動することで容易に「ＯＫ」の判定を得ることがで
きる。すなわち、過去に撮影した場所と同一場所にカメラを設定することが可能になる。
【００３０】
　次いで、同様にして図５（ａ）に表示されているカメラ姿勢の修正量を参照し、修正量
に表示されている量だけカメラの水平方向の向き、カメラの左右方向の傾き、カメラの上
下方向の傾きを調整することで容易に「ＯＫ」の判定を得ることができる。すなわち、過
去に撮影した姿勢と同じ姿勢にカメラを設定することが可能になる。図６はカメラ姿勢を
修正量を説明する図であり、同図において、（ａ）は水平方向の向き、すなわち方位、（
ｂ）は前後方向の傾き、（ｃ）は左右方向の傾きを示している。
【００３１】
　そして、表示が全て「ＯＫ」になると、「定点撮影モード」ではない通常の撮影と同様
に、測光・測色（Ｓ１１２）、測距（Ｓ１１３）、ＡＦ（オートフォーカス）制御（Ｓ１
１４）、撮影動作（Ｓ１１５）、画像メモリ１１２への記録（Ｓ１１６）を実行する。こ
のとき、画像メモリ１１２への画像の記録と一体的に今回行った撮影の撮影情報を情報メ
モリ１６５に記録することは言うまでもない。
【００３２】
　このように、実施形態のカメラで定点撮影を行う際には、撮影者は表示された修正量を
参照しながらカメラ位置とカメラ姿勢を調整し、判定が「ＯＫ」になるように調整を行う
ことで極めて容易にカメラの位置と姿勢を過去に撮影したと同じ位置と姿勢に設定するこ
とができ、定点撮影を容易に実現することが可能になる。また、過去に撮影したのと同じ
焦点距離、すなわち撮影画角での撮影をも容易に実現することが可能になる。
【００３３】
　ここで、カメラでの表示においては、実施形態１のように修正量を数値で示すのではな
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く、修正方向を矢印や記号等で表示するようにしてもよい。例えば、カメラ位置を現状の
位置よりも前方に２ｍ、右方に１ｍだけ修正するような場合には、右前方を向いた「矢印
」を表示する。撮影者は「矢印」の方向にカメラを移動すると、カメラが定点に近づくに
つれて「矢印」の長さが徐々に短くなって行き、定点に達すると「矢印」の表示が無くな
って「ＯＫ」が表示されるようにする。したがって、撮影者は「矢印」を見ながら、「矢
印」の方向にカメラを移動するだけでカメラを定点に設定することができるので設定を容
易に行うことができる。「矢印」を三次元表示するようにすれば、カメラの高さ位置につ
いても設定が容易になる。また、「矢印」以外の記号で同様な表示を行うことも可能であ
る。
【００３４】
　実施形態１では、カメラ位置、カメラ姿勢、及び撮影レンズの焦点距離の全てについて
過去情報を参照して修正量の表示を行っているが、本発明は必ずしもこれら全ての修正量
を表示するようにしなくてもよい。定点撮影ではカメラ位置の設定が最も困難であり、撮
影画角や撮影アングル等は過去の撮影画像を見れば撮影者の判断で容易に設定することが
できるので、例えばカメラ姿勢や焦点距離についての修正量の表示は行わず、ＧＰＳセン
サによるカメラの位置情報についてのみ修正量を表示し、「ＯＫ」や「ＮＧ」の判定表示
を行うようにするだけでもよい。あるいは、判定表示を行わず、単に修正量のみを表示す
るようにしてもよい。
【００３５】
　一方、実施形態１では表示を行っていないが、撮影レンズにおける合焦情報についても
過去情報に基づいて修正量を表示するようにしてもよい。すなわち、画像メモリ１１２に
過去に撮影した画像の合焦対象についての合焦情報を記録しておき、ＣＰＵ１００はこの
合焦情報と、撮影レンズ２のレンズ機構２０１から得られる現在の焦点位置情報とを比較
し、同じ合焦対象に対する焦点のずれ量を修正量として表示する。撮影者はこの焦点の修
正量を参照することで、撮影レンズ２の合焦位置を手操作により調整し、過去に撮影した
画像と同じ対象に対する合焦を行うことが可能になる。この場合、撮影レンズ２が図２に
示した自動焦点レンズの場合には、ＣＰＵ１００は過去の合焦情報に基づいてＡＦユニッ
ト１２１を介して撮影レンズ２のＡＦ駆動機構２１２を制御すれば同じ対象に対して自動
的に合焦を行うことが可能になる。このようにすれば、カメラが定点に設定されたときに
、撮影者は合焦操作を行わなくても自動的に過去の撮影時と同じ対象に合焦させた撮影を
行うことが可能になる。
【００３６】
　実施形態１ではデジタル一眼レフカメラに適用した例を示しているが、本発明は定点撮
影を行うカメラであれば、一眼レフカメラやレンズシャッターカメラに限られるものでは
なく、あるいはスチルカメラやムービーカメラに限られるものではなく、さらにはデジタ
ルカメラや銀塩フィルムカメラに限られるものではない。
【産業上の利用可能性】
【００３７】
　本発明は表示装置を備え、定点撮影を行なう全てのカメラに利用可能である。
【符号の説明】
【００３８】
１　カメラボディ
２　撮影レンズ
１１　レリーズスイッチ
１２　ＬＣＤ表示装置
１３　モードダイヤル
１５　モニタ装置
１００　ＣＰＵ
１６１　ＧＰＳセンサ
１６２　ＧＰＳアンテナ
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１６３　姿勢方位センサ
１６４　方位センサ
１６５　情報メモリ

【図１】 【図２】
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