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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　撮像手段と、
　外部と接続する接続手段と、
　この接続手段によって接続された相手先を特定し、この特定された相手先に応じた条件
を設定する設定手段と、
　この設定手段によって設定された条件で動作をするよう制御する制御手段と、
　を備え、
　前記条件には、前記撮像手段によって撮影された画像を接続された相手先に転送するか
否かが含まれることを特徴とする撮像装置。
【請求項２】
　前記相手先を特定する情報と撮影条件とを対応付けて複数記憶する記憶手段を更に備え
ることを特徴とする請求項１に記載の撮像装置。
【請求項３】
　前記相手先を特定する情報とは、相手先が有する端末固有の情報であることを特徴とす
る請求項１または２に記載の撮像装置。
【請求項４】
　前記相手先を特定する情報とは、相手先の端末が有する通信能力を特定する情報である
ことを特徴とする請求項１または２に記載の撮像装置。
【請求項５】
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　前記相手先の端末とは、当該撮像装置を操作する機器であることを特徴とする請求項１
から４のいずれかに記載の撮像装置。
【請求項６】
　撮像手段を備える撮像装置の撮影条件設定方法であって、
　外部と接続する接続ステップと、
　接続された相手先を特定し、この特定された相手先に応じた条件を設定する設定ステッ
プと、
　この設定された条件で動作をするよう制御する制御ステップと、
　を含み、
　前記条件には、前記撮像手段によって撮影された画像を接続された相手先に転送するか
否かが含まれることを特徴とする撮影条件設定方法。
【請求項７】
　撮像手段を備える撮像装置のコンピュータを、
　外部と接続する接続手段、
　この接続手段によって接続された相手先を特定し、この特定された相手先に応じた条件
を設定する設定手段、
　この設定手段によって設定された条件で動作をするよう制御する制御手段、
　として機能させ、
　前記条件には、前記撮像手段によって撮影された画像を接続された相手先に転送するか
否かが含まれることを特徴とするプログラム。
 

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、撮像装置、撮影条件設定方法、及びプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、デジタルカメラと、スマートフォンや、タブレット端末、リモートコントローラ
（Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈキー）などの接続機器とを、無線ＬＡＮ（ＷｉＦｉ）や、Ｂｌｕｅ
ｔｏｏｔｈ（登録商標）により、接続（ペアリング）する技術が知られている。接続機器
では、デジタルカメラの遠隔操作（撮影開始、停止、動作モードの設定、ズーミング、撮
影条件の設定、撮影画像（撮影動画）の閲覧など）を行うことが可能となっている。
【０００３】
　ところで、接続機器には、上述したように、スマートフォンや、タブレット端末、リモ
ートコントローラ（ブルートゥースキー）などがあるが、それぞれの接続機器で、表示能
力（表示サイズ、解像度など）や操作環境が異なるので、接続機器ごとに表示能力や操作
性に応じた設定をデジタルカメラ側にて行う必要があった。しかしながら、近年のデジタ
ルカメラは、多機能且つ設定項目が多く、接続機器ごとに設定を行ったり変更したりする
ことは手間である。
【０００４】
　そこで、例えば、通信相手先の通信環境に応じて撮影条件を変更する技術が提案されて
いる（例えば特許文献１参照）。該従来技術では、画像を送信する通信先の通信環境（通
信速度の高低など）に応じて、予め設定・登録した撮影条件を参照して設定する技術が開
示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００５－３４７９３３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
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【０００６】
　しかしながら、上記従来技術では、通信環境に応じて撮影条件が設定されるため、その
撮影条件は、必ずしも接続機器、またはその接続機器を使用するユーザーに応じたものに
なるとは限らないという問題があった。
【０００７】
　そこで本発明は、接続機器（操作装置）に応じた撮影条件を容易に設定することができ
る撮像装置、撮影条件設定方法、及びプログラムを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　この発明は、撮像手段と、外部と接続する接続手段と、この接続手段によって接続され
た相手先を特定し、この特定された相手先に応じた条件を設定する設定手段と、この設定
手段によって設定された条件で動作をするよう制御する制御手段と、を備え、前記条件に
は、前記撮像手段によって撮影された画像を接続された相手先に転送するか否かが含まれ
ることを特徴とする撮像装置である。
【０００９】
　この発明は、撮像手段を備える撮像装置の撮影条件設定方法であって、外部と接続する
接続ステップと、接続された相手先を特定し、この特定された相手先に応じた条件を設定
する設定ステップと、この設定された条件で動作をするよう制御する制御ステップと、を
含み、前記条件には、前記撮像手段によって撮影された画像を接続された相手先に転送す
るか否かが含まれることを特徴とする撮影条件設定方法である。
【００１０】
　この発明は、撮像手段を備える撮像装置のコンピュータを、外部と接続する接続手段、
この接続手段によって接続された相手先を特定し、この特定された相手先に応じた条件を
設定する設定手段、この設定手段によって設定された条件で動作をするよう制御する制御
手段、として機能させ、前記条件には、前記撮像手段によって撮影された画像を接続され
た相手先に転送するか否かが含まれることを特徴とするプログラムである。
【発明の効果】
【００１１】
　この発明によれば、接続機器（操作装置）に応じた条件を容易に設定することができる
という利点が得られる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本発明の実施形態によるデジタルカメラ１０を用いた通信システムの構成を示す
ブロック図である。
【図２】本実施形態によるデジタルカメラ１０の構成を示すブロック図である。
【図３】本実施形態によるデジタルカメラ１０の設定内容テーブルを示す概念図である。
【図４】本実施形態によるデジタルカメラ１０の動作（ペアリング時）を説明するための
フローチャートである。
【図５】本実施形態によるデジタルカメラ１０の動作（電源ＯＦＦ時）を説明するための
フローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　以下、本発明の実施の形態を、図面を参照して説明する。
【００１４】
Ａ．実施形態の構成
　図１は、本発明の実施形態によるデジタルカメラ１０を用いた通信システムの構成を示
すブロック図である。図において、デジタルカメラ１０は、スマートフォンや、タブレッ
ト端末などの情報端末２０や、ブルートゥースキー３０との間で、それぞれが利用可能な
無線通信４０、４１を用いて、ペアリング（無線接続認識）を構築する。情報端末２０や
、ブルートゥースキー３０は、それぞれで起動したカメラ操作専用アプリケーション（プ
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ログラム）を用いて、無線通信４０、４１を介して、デジタルカメラ１０を遠隔操作する
。
【００１５】
　なお、本発明における遠隔操作とは、撮影開始、停止、動作モードの設定、ズーミング
、撮影条件の設定、撮影画像（撮影動画）の閲覧などの操作を含む。また、図１において
、無線通信４０は、無線ＬＡＮ（ＷｉＦｉ）であり、無線通信４１は、Ｂｌｕｅｔｏｏｔ
ｈ（登録商標）である。また、図１に示すデジタルカメラ１０は、ユーザーが把持、もし
くは三脚などに設置して撮影する一般的な形状であるが、これに限らず、人体に装着する
ような形状や、撮影部と制御部とを別体とし、ケーブル等で接続した形態であってもよい
。
【００１６】
　図２は、本実施形態によるデジタルカメラ１０の構成を示すブロック図である。デジタ
ルカメラ１０は、第１の通信部（Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標））１１、第２の通信部
（無線ＬＡＮ）１２、表示部１３、操作部１４、撮像部１５、ＲＯＭ１６、ＲＡＭ１７、
記録媒体１８、及び制御部１９を備えている。
【００１７】
　第１の通信部１１は、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）を用いて、情報端末２０や、ブ
ルートゥースキー３０などの間で、遠隔操作のためのコマンドや、画像データなどを送受
信する。また、第２の通信部３２は、無線ＬＡＮを用いて、情報端末２０や、ブルートゥ
ースキー３０などの間で、遠隔操作のためのコマンドや、画像データなどを送受信する。
　
【００１８】
　表示部１３は、液晶表示器や有機ＥＬ（Ｅｌｅｃｔｒｏ　Ｌｕｍｉｎｅｓｃｅｎｃｅ）
表示器などからなり、各種のメニュー画面や、撮像時におけるライブビュー画面、撮像さ
れた画像データの再生表示などを表示する。操作部１４は、シャッタスイッチ、ズームス
イッチ、モードキー、ＳＥＴキー、十字キー等の複数の操作キーを含み、ユーザーのキー
操作に応じた操作信号を出力する。撮像部１５は、光学レンズ群からなるレンズブロック
と、ＣＣＤや、ＣＭＯＳなどの撮像素子からなり、レンズブロックから入った画像を撮像
素子によりデジタル信号に変換して出力する。
【００１９】
　ＲＯＭ１６は、後述する制御部１９により実行されるプログラムや動作等に必要とされ
る各種パラメータなどを記憶している。ＲＡＭ１７は、撮像部１５によって撮像された画
像データを一時記憶するバッファメモリとして使用されるとともに、制御部１９のワーキ
ングメモリとして使用される。記録媒体１８は、撮像された画像データなどを保存する。
【００２０】
　制御部１９は、上述したＲＯＭ１６に記憶されているプログラムを実行することで各部
の動作を制御する。特に、本第１実施形態では、制御部１９は、接続機器とペアリングが
確立すると、後述する設定内容テーブルを参照し、ペアリングした接続機器に応じた設定
内容を読み込み、当該デジタルカメラ１０の撮影条件として設定する。これにより、さま
ざまな撮影条件をペアリングするだけで切り替えることができ、さまざまな接続機器とペ
アリングする場合であっても、ユーザーの操作を煩雑にすることなく、容易に接続機器に
応じた撮影条件を設定することができる。
【００２１】
　図３は、本実施形態によるデジタルカメラ１０の設定内容テーブル２０を示す概念図で
ある。本実施形態では、デジタルカメラ１０は、ペアリングする接続機器ごとに、当該デ
ジタルカメラ１０の撮影条件として設定すべき設定内容を、ＲＡＭ１７などに設定内容テ
ーブル２０として保持している。接続機器の情報としては、製品名と識別番号とを保持し
ている。製品名と識別番号とにより、接続機器自体を特定することができるとともに、接
続機器が有する通信能力を特定することができる。また、接続機器としては、例えば、ス
マートフォン（ＳｍａｒｔＰｈｏｎｅ）、ブルートゥースキー（ＢｌｕｅｔｏｏｔｈＫｅ
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ｙ）、ブルートゥースウォッチ（腕時計；ＢｌｕｅｔｏｏｔｈＷａｔｃｈ）などがある。
カメラ（ｄｅｆａｕｌｔ）は、接続機器が接続されていない場合に相当する。また、設定
内容としては、画像サイズ／彩度／コントラスト／ＡＷＢ（オートホワイトバランス）／
シャッター速度／インターバル撮影間隔／タイムラプス保存時間等を保存する。
【００２２】
　なお、図３に示す例は、一例であり、他の例を以下に説明する。
　例えば、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）だけでなく、無線ＬＡＮ（ＷｉＦｉ）でもペ
アリング可能な接続機器（特に、スマートフォン）の場合、デジタルカメラ１０内の画像
の閲覧、デジタルカメラ１０からの受信・ネットワークへのアップロード等が可能である
一方、山歩きやランニング等でライブビューを確認することはあまり無いと考えられるの
で、高画質、連写合成許可等、撮影処理全般に時間を要する機能を優先するようにしても
よい。
【００２３】
　また、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）機能のみしかなく、しかも、ライブビュー映像
を転送できない接続機器（ブルートゥースキー）の場合、主にリモートコントローラ（遠
隔操作装置）として使用する可能性が高いので、高画質で、顔認識オン、かつタイマー機
能を優先するようにしてもよい。
【００２４】
　更にこれに加え、ライブビュー映像やデジタルカメラ１０に備えられた加速センサー（
図示せず）からの情報から、所定以上に動いていることが分かっている場合には、中画質
に落とし、高速連写系を除く、連写合成系を使用不可にするようにしてもよい。
【００２５】
　一方、手振れ補正機能や、被写体ブレに強い撮影条件に変更し、接続機器側のシャッタ
ートリガーの短押し／長押し判定を行い、短押しの場合には、インターバル静止画撮影、
長押しの場合には、動画撮影に切り変えるようにしてもよい（スポーツ対応）。
【００２６】
　また、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）のみしかなく、ライブビュー映像を転送できる
機器（ブルートゥースウォッチ）の場合、山歩きやランニング等でライブビューを確認す
るシーンが多くなると考えるので、低画質に落とし、手振れ補正機能や、被写体ブレに強
い撮影条件に変更し、インターバル動画撮影に切り変えるようにしてもよい（顔検出をオ
フ）。
【００２７】
Ｂ．実施形態の動作
　次に、上述した実施形態の動作について説明する。
　図４は、本実施形態によるデジタルカメラ１０の動作（ペアリング時）を説明するため
のフローチャートである。デジタルカメラ１０において、制御部１９は、カメラ起動時に
、情報端末とペアリングを行う（ステップＳ１０）。次に、ペアリングした情報端末が登
録済み機器であるか否かを判断する（ステップＳ１２）。そして、既に登録済みの機器で
ある場合には（ステップＳ１２でＹＥＳ）、制御部１９は、図３に示す設定内容テーブル
２０から、該当する情報端末の設定内容を読み込んで撮影条件として設定する（ステップ
Ｓ１４）。一方、登録済みの機器でない場合には（ステップＳ１２でＮＯ）、デフォルト
値（カメラ（ｄｅｆａｕｌｔ））を読み込んで撮影条件として設定する（ステップＳ１６
）。
【００２８】
　図５は、本実施形態によるデジタルカメラ１０の動作（電源ＯＦＦ時）を説明するため
のフローチャートである。デジタルカメラ１０において、デジタルカメラ１０で電源オフ
操作が行われた場合には、制御部１９は、これまで接続されていた情報機器が登録済み機
器であるか否かを判断する（ステップＳ２０）。そして、登録済み機器である場合には（
ステップＳ２０でＹＥＳ）、該当接続機器の撮影条件で、設定内容テーブル２０の設定内
容を更新する（ステップＳ２２）。一方、登録済み機器でない場合には（ステップＳ２０
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でＮＯ）、接続機器の撮影条件で、設定内容テーブル２０の設定内容として新規登録（追
加）する（ステップＳ２４）。
【００２９】
　上述した実施形態によれば、接続機器とペアリングが確立すると、ペアリングした接続
機器に応じた設定内容を、当該デジタルカメラ１０の撮影条件として設定するようにした
ので、接続機器（操作装置）の操作条件に応じた撮影条件を容易に設定することができる
。
【００３０】
　また、上述した実施形態によれば、接続機器（操作装置）毎に撮影条件を対応付けて設
定内容テーブル２に保持しているので、接続機器（操作装置）の操作条件に応じた撮影条
件を容易に設定することができる。
【００３１】
　また、上述した実施形態によれば、ペアリングした接続機器（操作装置）を、相手先が
有する端末固有の情報で特定するようにしたので、接続機器（操作装置）を容易に、かつ
確実に特定することできる。
【００３２】
　また、上述した実施形態によれば、ペアリングした接続機器（操作装置）の通信能力を
特定することができるので、接続機器（操作装置）の操作条件に応じた撮影条件を容易に
設定することができる。
【００３３】
　また、上述した実施形態によれば、ペアリングした接続機器（操作装置）を、当該デジ
タルカメラ１０を操作する機器としたので、接続機器（操作装置）の操作条件に応じた撮
影条件を容易に設定することができる。
【００３４】
　また、上述した実施形態によれば、接続機器（操作装置）が、個人が所有する特定の機
器であれば、ペアリングする接続機器でそれを所有する個人ごとにデジタルカメラ１０の
撮影条件を設定することができ、その個人や用途に合わせて撮影条件を容易に設定するこ
とができる。
【００３５】
　以上、この発明のいくつかの実施形態について説明したが、この発明は、これらに限定
されるものではなく、特許請求の範囲に記載された発明とその均等の範囲を含むものであ
る。
　以下に、本願出願の特許請求の範囲に記載された発明を付記する。
【００３６】
（付記１）
　付記１に記載の発明は、撮像手段と、外部と接続する接続手段と、この接続手段によっ
て接続された相手先を特定し、この特定された相手先に応じた撮影条件を設定する設定手
段と、この設定手段によって設定された撮影条件で撮像するよう、前記撮像手段を制御す
る制御手段と、を備えることを特徴とする撮像装置である。
【００３７】
（付記２）
　付記２に記載の発明は、前記相手先を特定する情報と撮影条件とを対応付けて複数記憶
する記憶手段を更に備えることを特徴とする付記１に記載の撮像装置である。
【００３８】
（付記３）
　付記３に記載の発明は、前記相手先を特定する情報とは、相手先が有する端末固有の情
報であることを特徴とする付記１または２に記載の撮像装置である。
【００３９】
（付記４）
　付記４に記載の発明は、前記相手先を特定する情報とは、相手先の端末が有する通信能
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力を特定する情報であることを特徴とする付記１または２に記載の撮像装置である。
【００４０】
（付記５）
　付記５に記載の発明は、前記相手先の端末とは、当該撮像装置を操作する機器であるこ
とを特徴とする付記１から４のいずれかに記載の撮像装置である。
【００４１】
（付記６）
　付記６に記載の発明は、撮像手段を備える撮像装置の撮影条件設定方法であって、外部
と接続する接続ステップと、接続された相手先を特定し、この特定された相手先に応じた
撮影条件を設定する設定ステップと、設定された撮影条件で撮像するよう、前記撮像手段
を制御する制御ステップと、を含むことを特徴とする撮影条件設定方法である。
【００４２】
（付記７）
　付記７に記載の発明は、撮像手段を備える撮像装置のコンピュータを、外部と接続する
接続手段、この接続手段によって接続された相手先を特定し、この特定された相手先に応
じた撮影条件を設定する設定手段、この設定手段によって設定された撮影条件で撮像する
よう、前記撮像手段を制御する制御手段、として機能させることを特徴とするプログラム
である。
【符号の説明】
【００４３】
　１０　デジタルカメラ
　２０　情報端末
　３０　ブルートゥースキー
　４０、４１　無線通信
　１１　第１の通信部（Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ）
　１２　第２の通信部（無線ＬＡＮ）
　１３　表示部
　１４　操作部
　１５　撮像部
　１６　ＲＯＭ
　１７　ＲＡＭ
　１８　記録媒体
　１９　制御部
　２０　設定内容テーブル
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