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(57)【要約】
【課題】
複数の撮影機器を連携させて所望の被写体を撮影するこ
とのできる撮影機器であって、一つの撮影機器により取
得された画像データから得られる各種の撮影情報を、複
数の撮影機器で共有することにより、撮影者が意図する
撮影を複数の撮影機器を用いて行ない得る撮影機器を提
供する。
【解決手段】撮像部２と、撮像部により取得された画像
に関する撮影情報を取得する検出部１１ｂと、検出部に
より取得された撮影情報を送信する送信部３０と、撮影
情報に基いて他の撮影機器が撮影し送信した画像を受信
する受信部３０と、撮像部により取得された画像と受信
部により受信された画像とを関連付けて記録する記録制
御部１１とを具備する。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　撮像部と、
　上記撮像部により取得された画像に関する撮影情報を取得する検出部と、
　上記検出部により取得された上記撮影情報を送信する送信部と、
　上記撮影情報に基いて他の撮影機器が撮影し送信した画像を受信する受信部と、
　上記撮像部により取得された画像と上記受信部により受信された画像とを関連付けて記
録する記録制御部と、
　を具備して構成されることを特徴とする撮影機器。
【請求項２】
　撮像部と、
　他の撮影機器から送信される画像及び当該画像に関する撮影情報を受信する受信部と、
　上記受信部により受信された上記撮影情報及び上記撮像部により取得された画像に基い
て撮影制御を行う制御部と、
　を具備して構成されることを特徴とする撮影機器。
【請求項３】
　少なくとも第１の撮影機器と第２の撮影機器との複数の撮影機器を連繋させて撮影を行
ない得る撮影システムにおいて、
　上記第１の撮影機器は、第１の撮像部と、上記第１の撮像部により取得された画像に基
いて得られた撮影情報を上記第２の撮影機器へと送信する送信部と、上記第２の撮影機器
から送信される画像を受信する第１の受信部とを具備し、
　上記第２の撮影機器は、上記第１の撮影機器から送信された上記撮影情報を受信する第
２の受信部と、上記第２の受信部により受信された上記撮影情報に基いて画像を取得する
第２の撮像部と、上記第２の撮像部により取得された上記画像を上記第１の撮影機器へと
送信する送信部とを具備し、
　上記第１の撮影機器は、上記第１の撮像部により取得した画像と、上記受信部により受
信された画像とを関連付けて記録することを特徴とする撮影システム。
【請求項４】
　上記撮影機器は、さらに顔検出部を具備しており、
　上記画像に関する撮影情報は、上記顔検出部によって取得される被写体の顔情報である
ことを特徴とする請求項１又は請求項２のいずれか一方に記載の撮影機器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、撮影機器及び撮影システム、詳しくは複数の撮影機器を連携させて所望の
被写体を撮影することのできる撮影機器及びこの撮影機器を用いる撮影システムに関する
ものである。
【背景技術】
【０００２】
　近年、撮影光学系により結像された光学像を固体撮像素子等の光電変換素子等によって
順次画像信号に変換し、これにより得られた画像信号を所定の形態の画像データとして記
録媒体に記録し得ると共に、この記録媒体に記録された画像データを画像として再生表示
する液晶表示装置（ＬＣＤ）等の画像表示装置を備えて構成されたデジタルカメラやビデ
オカメラ等の撮影機器が一般に実用化され、広く普及している。
【０００３】
　このような形態の撮影機器においては、取得された画像データに対してさまざまな信号
処理を施すことによって種々の画像加工が容易であるという特徴がある。そこで、この種
の撮影機器においては、このような特徴を利用して、従来の撮影手法では撮影が困難であ
った様々な撮影シーンに応じて容易に意図した画像を取得することができるようになって
いる。
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【０００４】
　例えば、この種の撮影機器を用いて撮影することにより取得した複数の画像データに基
いて、複数画像を組み合わせて一画像とする所謂マルチ画面撮影等や、複数の撮影機器を
用いて取得した複数の画面データを用いて、様々な形態の画像データを生成するといった
ことが可能となっている。
【０００５】
　一方、従来の撮影機器においては、通常の場合、一人の撮影者が単一の撮影機器を利用
して撮影を行うという使い方が普通である。この場合に得られる画像データは、撮影機器
が正対する位置にある所望の被写体を含む所定の範囲を一つの静止画像もしくは一つの動
画像を表わす画像データとなる。
【０００６】
　しかしながら、特に動画撮影によって得られる動画像データを再生表示する際には、一
つの視点からの映像のみでは、画面切り換えがないことから単調な表示になりがちである
。
【０００７】
　したがって、従来においては、複数の撮影機器を複数人がそれぞれ使用して撮影を行っ
て複数の動画像データを取得した後、これらの複数の動画像データを、例えば画像編集用
機器に転送し、該画像編集用機器を用いてデータ編集作業を行うことにより、画面切り換
えを伴う動画像データを生成するといったことが行われていた。
【０００８】
　ところが、このような従来の手法では、撮影行為自体が大がかりなものとなってしまう
上に、煩雑なデータ編集作業を行わなければならず、一般的な撮影者にとっては容易に実
行することは困難であった。
【０００９】
　そこで、複数の撮影機器を通信機能を利用して連繋動作させることにより、撮影者の撮
影スキルの如何に関らず、複数の視点を容易にかつスムーズに切り換えて多彩な再生表示
を行い得る動画像データを容易に作成することのできる技術が、例えば特開２００７－１
７３９６３号公報等によって、従来、種々の提案がなされている。
【００１０】
　また、特開２００７－１７３９６３号公報等によって開示されている撮影機器は、一つ
の時間的な流れを持つ一連の行為（例として運動会の徒競走）を、複数の撮影機器を連繋
させて分担して撮影し、各撮影機器によって取得された複数の動画像データを、一つの撮
影機器に転送した後、複数の動画像データを時間的流れに従って繋ぎ合わせて編集するこ
とにより、撮影対象とした一連の行為を複数の視点で記録した所謂マルチアングル撮影に
よる一つの動画像データを生成するというものである。　
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１１】
【特許文献１】特開２００７－１７３９６３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１２】
　ところが、上記特開２００７－１７３９６３号公報等によって開示されている撮影機器
においては、他の撮影機器による撮影結果を観測しながら、手元の撮影機器との間で相互
に連携して撮影を行う必要があるという煩雑さがあった。
【００１３】
　本発明は、上述した点に鑑みてなされたものであって、その目的とするところは、複数
の撮影機器を連携させて所望の被写体を撮影することのできる撮影機器であって、一つの
撮影機器により取得された画像データから得られる各種の撮影情報を、複数の撮影機器で
共有することにより、撮影者が意図する撮影を複数の撮影機器を用いて行ない得る撮影機
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器を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　上記目的を達成するために、本発明による撮影機器は、撮像部と、上記撮像部により取
得された画像に関する撮影情報を取得する検出部と、上記検出部により取得された上記撮
影情報を送信する送信部と、上記撮影情報に基いて他の撮影機器が撮影し送信した画像を
受信する受信部と、上記撮像部により取得された画像と上記受信部により受信された画像
とを関連付けて記録する記録制御部と、を具備して構成されることを特徴とする。
【００１５】
　また、本発明による撮影機器は、撮像部と、他の撮影機器から送信される画像及び当該
画像に関する撮影情報を受信する受信部と、上記受信部により受信された上記撮影情報及
び上記撮像部により取得された画像に基いて撮影制御を行う制御部と、を具備して構成さ
れることを特徴とする。
【００１６】
　本発明による撮影システムは、少なくとも第１の撮影機器と第２の撮影機器との複数の
撮影機器を連繋させて撮影を行ない得る撮影システムにおいて、上記第１の撮影機器は第
１の撮像部と、上記第１の撮像部により取得された画像に基いて得られた撮影情報を上記
第２の撮影機器へと送信する送信部と、上記第２の撮影機器から送信される画像を受信す
る第１の受信部とを具備し、上記第２の撮影機器は上記第１の撮影機器から送信された上
記撮影情報を受信する第２の受信部と、上記第２の受信部により受信された上記撮影情報
に基いて画像を取得する第２の撮像部と、上記第２の撮像部により取得された上記画像を
上記第１の撮影機器へと送信する送信部とを具備し、上記第１の撮影機器は上記第１の撮
像部により取得した画像と、上記受信部により受信された画像とを関連付けて記録するこ
とを特徴とする。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明によれば、複数の撮影機器を連携させて所望の被写体を撮影することのできる撮
影機器であって、一つの撮影機器により取得された画像データから得られる各種の撮影情
報を、複数の撮影機器で共有することにより、撮影者が意図する撮影を複数の撮影機器を
用いて行ない得る撮影機器を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】本発明の第１の実施形態の撮影機器の正面側の外観を示す概略斜視図
【図２】本発明の第１の実施形態の撮影機器の背面側の外観を示す概略斜視図
【図３】本発明の第１の実施形態の撮影機器の主要構成を示すブロック構成図
【図４】本発明の第１の実施形態の撮影機器を複数用いて所望の被写体を撮影する際の様
子を示す概念図
【図５】図４に示す状況下で撮影を行った際に取得される画像データに基く画像の表示例
を示す図であり、図５（Ａ），図５（Ｂ）は第１撮影機器による画像の例示、図５（Ｃ）
は第２撮影機器による画像の例示
【図６】図４に示す状況下で撮影動作を行った際に行われる各撮影機器の動作を時系列に
示すタイムチャートと、このタイムチャート中の各動作時において各撮影機器が取得する
画像データに基く画像の表示例を示す図であり、図６（Ａ）は第１撮影機器の動作を時間
軸に沿って示すタイムチャート、図６（Ｂ）は第２撮影機器の動作を時間軸に沿って示す
タイムチャート
【図７】本発明の第１の実施形態の撮影機器の作用を示すフローチャート
【図８】本発明の第２の実施形態の撮影機器を複数用いて撮影を行なう際の各撮影機器の
動作を時系列に示すタイムチャートと、このタイムチャート中の各動作時において各撮影
機器が取得する画像データに基く画像の表示例を示す図であり、図８（Ａ）は第１撮影機
器の動作を時間軸に沿って示すタイムチャート、図８（Ｂ）は第２撮影機器の動作を時間
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軸に沿って示すタイムチャート
【図９】本発明の第２の実施形態の撮影機器の作用を示すフローチャート
【図１０】本発明の第３の実施形態の撮影機器を複数用いて撮影を行なう際の各撮影機器
の動作を時系列に示すタイムチャートと、このタイムチャート中の各動作時において各撮
影機器が取得する画像データに基く画像の表示例を示す図であり、図１０（Ａ）は第１撮
影機器の動作を時間軸に沿って示すタイムチャート、図１０（Ｂ）は第２撮影機器の動作
を時間軸に沿って示すタイムチャート
【図１１】本発明の第３の実施形態の撮影機器の作用を示すフローチャート
【図１２】本発明の第４の実施形態の撮影機器を示す概略図
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　以下、図示の実施の形態によって本発明を説明する。
【００２０】
　本発明の実施形態の撮影機器は、光学像を画像データとして取り扱い得ると共に、他の
機器との間で無線通信を行い得るデジタルカメラを用いたカメラシステムを、例に挙げて
説明するものである。
【００２１】
　なお、以下の実施形態の説明に用いる各図においては、各構成要素を図面上で認識可能
な程度の大きさとするため、各構成要素毎に縮尺を異ならせてあるものであり、本発明は
、これらの図に記載された構成要素の数量、構成要素の形状、構成要素の大きさの比率、
及び各構成要素の相対的な位置関係のみに限定されるものではない。
【００２２】
［第１の実施形態］
　図１は、本発明の第１の実施形態の撮影機器の正面側の外観を示す概略斜視図である。
図２は、図１の撮影機器の背面側の外観を示す概略斜視図である。図３は、本発明の第１
の実施形態の撮影機器の主要構成を示すブロック構成図である。図４は、本発明の第１の
実施形態の撮影機器を複数用いて所望の被写体を撮影する際の様子を示す概念図である。
図５は、図４に示す状況下で撮影を行った際に取得される画像データに基く画像の表示例
を示す図である。このうち、図５（Ａ）及び図５（Ｂ）は第１撮影機器による画像の例示
である。図５（Ｃ）は第２撮影機器による画像の例示である。
【００２３】
　図６は、図４に示す状況下で撮影動作を行った際に行われる各撮影機器の動作を時系列
に示すタイムチャートと、このタイムチャート中の各動作時において各撮影機器が取得す
る画像データに基く画像の表示例を示す図である。このうち、図６（Ａ）は第１撮影機器
の動作を時間軸に沿って示すタイムチャートである。図６（Ｂ）は第２撮影機器の動作を
時間軸に沿って示すタイムチャートである。図７は、本実施形態の撮影機器の作用を示す
フローチャートである。
【００２４】
　まず、本発明の第１の実施形態の撮影機器の主要構成について、図１～図３を用いて以
下に説明する。
【００２５】
　本実施形態の撮影機器であるカメラシステム１は、カメラユニット１０と、撮影レンズ
ユニット２０と、無線通信アダプタ３０等によって構成される。
【００２６】
　カメラユニット１０は、例えば光学レンズ（撮影レンズユニット２０）により形成され
る光学像を固体撮像素子等を用いて光電変換した後、これにより得られた画像信号を静止
画像若しくは動画像を表わすデジタル画像データに変換してデジタル画像データを生成す
る。こうして生成されたデジタル画像データは記録媒体に記録されるようになっている。
また、カメラユニット１０は、記録媒体に記録されたデジタル画像データに基いて静止画
像若しくは動画像を表示部を用いて再生表示することができるようになっている。そして
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、カメラユニット１０は、拡張ユニットである無線通信アダプタ３０を装着することによ
り、外部機器であり本実施形態のカメラシステム１と略同様構成からなる他のカメラシス
テム１Ｂ，１Ｃ（後述する；図４参照）との間で無線通信による通信機能を有して構成さ
れる。この無線通信により送受信されるデータは、例えば撮影に関する各種情報データや
画像データ等である。したがって、無線通信アダプタ３０は、受信部及び送信部として機
能する。
【００２７】
　このカメラユニット１０は、撮影機能や通信機能を実現するための各種の構成ユニット
と、これらの構成ユニットを内部に収納するカメラ本体１０ａ等によって構成されている
。
【００２８】
　詳述するとカメラ本体１０ａの前面（通常使用時に被写体と対峙する面）には、撮影レ
ンズユニット２０と、音声収録部７（後述）の一部を構成するマイクロフォン７ａ等が配
設されている（図１参照）。
【００２９】
　また、カメラ本体１０ａの上面や背面には複数の操作部材が配設されている。図１，図
２に示す例では、代表的な操作部材としてシャッターレリーズボタン６ａを図示している
。このシャッターレリーズボタン６ａは、カメラ本体１０ａの上面に配設されている。そ
の他の操作部材については、本発明に直接関連しない部分であるので、図面の煩雑化を避
けるために、それらの図示は省略し、従来の一般的な構成のデジタルカメラと同様のもの
を有しているものとする。
【００３０】
　一方、カメラ本体１０ａの上面には、従来一般的なデジタルカメラに適用される形態の
アクセサリーシュー１０ｂが形成されている。このアクセサリーシュー１０ｂを利用して
、無線通信アダプタ３０が着脱自在に配設されるようになっている。アクセサリーシュー
１０ｂには、カメラ側電気接点１０ｃ（図３参照）が設けられている。これに対し、無線
通信アダプタ３０には、上記電気接点１０ｃに対応するアダプタ側電気接点３０ｃ（図３
参照）が設けられている。したがって、カメラ本体１０ａに対してアクセサリーシュー１
０ｂを介して無線通信アダプタ３０を装着した時には、カメラ本体１０ａと無線通信アダ
プタ３０とは電気的に接続されるようになっている。
【００３１】
　他方、カメラ本体１０ａの背面（通常使用時に撮影者が対峙する面）には、表示部８の
表示画面８ａが外面に露呈された状態でに背面に向けて配設されている。
【００３２】
　カメラ本体１０ａの内部には、図３に示すように、撮像部２と、記録部４と、加速度検
出部５と、操作判定部６と、音声収録部７と、表示部８と、時計９と、信号処理・制御部
１１と、アダプタ通信部１２と、レンズ通信部１４等が収納されている。
【００３３】
　信号処理・制御部１１は、カメラユニット１０を含む本実施形態のカメラシステム１の
全体を統括的に制御する制御回路であって、本カメラユニット１０内の各構成ブロックか
ら出力される各種の信号を受けて各種の信号処理や制御処理を行う制御回路である。
【００３４】
　信号処理・制御部１１は、画像信号圧縮伸張処理や画像信号加工処理等の信号処理や撮
影レンズユニット２０，撮像部２，記録部４，表示部８等の駆動制御処理等、従来の一般
的な構成のデジタルカメラが行う信号処理及び制御処理を行う回路部を有する。これに加
えて、本実施形態のカメラシステム１における信号処理・制御部１１は、顔検出部１１ｂ
，条件判定部１１ｃ，条件設定部１１ｄ，トリミング部１１ｅ等の回路部を内部に具備す
る。
【００３５】
　このうち、顔検出部１１ｂは、撮像部２によって取得された画像信号に基く画像の中か
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ら、例えば人物や動物等の特定部位（例えば顔等）の画像領域を検出するいわゆる顔検出
機能を実現するための信号処理を行う回路部である。この顔検出部１１ｂによる顔検出機
能を実現する技術については、従来のデジタルカメラ等において広く普及している技術で
ある。したがって、本実施形態のカメラユニット１０においても、従来の技術と同様のも
のが適用されているものとして、その詳細説明は省略する。
【００３６】
　条件判定部１１ｃは、撮影により取得された画像データから得られる各種の情報に基い
て撮影を実行する際の撮影条件を判定する回路部である。
【００３７】
　条件設定部１１ｄは、撮影により取得された画像データから得られる各種の情報に基い
て各種の撮影条件を設定する回路部である。
【００３８】
　トリミング部１１ｅは、撮像部２によって取得された画像信号から、例えば顔検出部１
１ｂによる検出結果，構図情報等の各種情報（後述する）に基いて所定の画像領域を切り
取るトリミング処理を行う回路部である。
【００３９】
　撮像部２は、撮影レンズユニット２０によって結像された光学像を受光して、該光学像
に対応する電気信号に変換する固体撮像素子等の光電変換素子と、この光電変換素子によ
り生成された画像信号の前処理を行う信号処理回路等によって構成される。撮像部２によ
り生成された画像信号は、信号処理・制御部１１へと出力される。なお、光電変換素子と
しては、ＣＣＤ（Ｃｈａｒｇｅ　Ｃｏｕｐｌｅｄ　Ｄｅｖｉｃｅ；電荷結合素子），ＣＭ
ＯＳ（Ｃｏｍｐｌｅｍｅｎｔａｒｙ　Ｍｅｔａｌ　Ｏｘｉｄｅ　Ｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔ
ｏｒ；相補型金属酸化膜半導体）等の固体撮像素子等が適用される。
【００４０】
　記録部４は、撮像部２によって取得され信号処理・制御部１１において各種の信号処理
が施され、最終的に信号圧縮処理が施されて生成される記録用画像データを受けて記録蓄
積するための記録媒体と、該記録媒体に対する画像データの記録処理や記録済み画像デー
タの読み出し処理等、記録媒体を駆動する駆動回路等からなる。
【００４１】
　加速度検出部５は、カメラユニット１０の姿勢変化や移動状況等を検出する姿勢検出部
である。この加速度検出部５は、例えば加速度を検出する加速度センサ等からなる検出セ
ンサと、この検出センサの出力信号を受信して所定の指示信号を発生させる回路等により
構成される。なお、姿勢検出部としては、上記加速度センサに代えて、角速度を検出する
角速度センサ（ジャイロスコープ）を適用することもできる。
【００４２】
　つまり、加速度検出部５は、これを配置したカメラユニット１０に加えられた重力加速
度や振動等を検出することによって、使用者によるカメラユニット１０の保持状態、即ち
手振れ状態や、カメラユニット１０の傾き状態等の姿勢検出や移動状況の検出を行う構成
部である。従来の一般的な構成のデジタルカメラにおいては、加速度検出部の検出結果に
基いて、手ブレ補正機構を駆動制御することによって手ブレ補正機能を実現している。
【００４３】
　操作判定部６は、シャッターレリーズボタン６ａをはじめとした各種複数の操作部材が
撮影者により操作されることによって生じる指示信号を受けて、操作状況を判定する処理
回路部である。
【００４４】
　音声収録部７は、音声等を電気信号に変換する音声入力装置としてのマイクロフォン７
ａ（図１参照）と、このマイクロフォン７ａの駆動制御を行なって該マイクロフォン７ａ
により取得された音声信号を記録に適する形態の音声データに圧縮処理したり、該音声デ
ータを再生するのに適する形態の音声信号に伸張処理する回路等によって構成される。こ
のマイクロフォン７ａによって生成された音声データは、記録部４の記録媒体に記録され
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る。なお、音声信号の圧縮処理及び伸張処理を音声収録部７において行うように構成のほ
か、当該信号処理（圧縮・伸張処理）等は、信号処理・制御部１１の内部回路において行
なうようにしてもよい。
【００４５】
　また、通常の場合、所得された音声信号に基づいて生成される音声データは、例えば動
画像若しくは静止画像の撮影動作時に音声記録動作を同時に行なって画像に同期させた形
態で同時記録されるほか、音声のみを単独で記録する音声録音用動作モード時に記録され
るようになる。
【００４６】
　表示部８は、信号処理・制御部１１による信号処理の結果生成された表示用画像信号に
基いて画像表示動作や設定メニューの表示等を行う表示装置である。この表示部８として
は、例えば液晶表示装置（ＬＣＤ）や有機ＥＬディスプレイ等が適用される。
【００４７】
　例えば、カメラユニット１０を撮影動作モードで使用する時は、表示部８には、撮像部
２によって取得された画像信号に基く画像が連続的に表示されるようになっている。撮影
者は、このリアルタイム画像を見ながら構図やシャッターレリーズを行うタイミングを決
定する。つまり、撮影動作時には、表示部８は主にファインダー装置として機能するよう
になっている。また、表示部８に設定メニュー表示を表示させた時には、撮影者は各種の
操作部材を利用してカメラユニット１０の各種設定選択操作を行なうことができるように
なる。さらに、カメラユニット１０を再生動作モードで使用する時は、表示部８には記録
媒体に記録済みの画像データに基く画像等が表示されるようになっている。つまり、再生
動作時には、表示部８は主に画像再生装置として機能する。
【００４８】
　これに加えて、本実施形態における表示部８は、特に図示していないのであるが、例え
ば音声収録部７のマイクロフォン７ａによって収録された音声信号若しくは記録部４に記
録済みの音声データ等に基いて対応する音声を発音表示させるスピーカ等の音声出力装置
を含むものとする。
【００４９】
　時計９は、本カメラユニット１０における内部電気回路の制御等において必要となる計
時動作等に寄与する計時回路等からなる。なお、本実施形態の説明では、時計９を単独の
構成ブロックとして適用した例を示すが（図３参照）、これに代えて信号処理・制御部１
１の内部に含めて構成するような形態としてもよい。
【００５０】
　アダプタ通信部１２は、カメラユニット１０に装着され電気的に接続される無線通信ア
ダプタ３０との間で通信を行うための通信回路等からなる。これにより、本カメラシステ
ム１によって取得された画像データや各種の制御指示信号等は、アダプタ通信部１２を介
して無線通信アダプタ３０へと出力されるようになる。また、無線通信アダプタ３０によ
り外部機器（他のカメラシステム１Ｂ，１Ｃ等）から受信した画像データや各種制御指示
信号等は、アダプタ通信部１２を介して、本カメラユニット１０の信号処理・制御部１１
へと入力されるようになっている。
【００５１】
　レンズ通信部１４は、カメラユニット１０に装着され電気的に接続される撮影レンズユ
ニット２０との間で通信を行うための通信回路等からなる。これにより、該レンズ通信部
１４を介して、本カメラユニット１０の信号処理・制御部１１からの制御指示信号などが
、撮影レンズユニット２０のレンズ駆動制御部２３へと伝達されるようになっている。
【００５２】
　撮影レンズユニット２０は、撮影対象物（被写体）からの光束を集光して撮像部２の受
光面上に結像させる複数の光学レンズ及び各光学レンズを保持するレンズ保持枠等によっ
て構成されるレンズ部２１と、このレンズ部２１や図示しない絞り機構，シャッター機構
等をそれぞれ駆動制御するレンズ駆動制御部２３と、カメラユニット１０のレンズ通信部



(9) JP 2011-188210 A 2011.9.22

10

20

30

40

50

１４との間で通信を行うレンズ側通信部２２等を具備して構成されている。なお、カメラ
ユニット１０と撮影レンズユニット２０との間の電気的な接続は、それぞれに配設される
接点部１０ｄ，２０ｄを介して行れるようになっている。
【００５３】
　撮影レンズユニット２０の構成の他の部分については、従来の一般的な構成のデジタル
カメラに適用される撮影レンズユニットと略同様構成であるものとする。なお、撮影レン
ズユニット２０は、カメラユニット１０に対して着脱自在に構成したもの、あるいはカメ
ラユニット１０に対して一体に構成したもの等各種の形態のものが適用され得る。
【００５４】
　上述したように、無線通信アダプタ３０は、カメラ本体１０ａの上面に設けられるアク
セサリーシュー１０ｂに対して着脱自在に配設される。無線通信アダプタ３０がカメラ本
体１０ａに装着された状態とされた時には、両者は電気的に接続されるようになっている
。そして、無線通信アダプタ３０とカメラ本体１０ａとが電気的に接続された状態にある
とき、無線通信アダプタ３０は、カメラユニット１０の信号処理・制御部１１の制御下に
おいて、外部機器（他のカメラシステム１Ｂ，１Ｃ等）との無線通信を行うようになって
いる。
【００５５】
　そのために無線通信アダプタ３０は、アダプタ制御部３１と、無線通信部３４と、アダ
プタ側通信部３２等を内部に有して構成される。
【００５６】
　アダプタ側通信部３２は、カメラユニット１０のアダプタ通信部１２との間で通信を行
って、画像データや各種の情報データ，制御指示信号等の授受を行う回路部である。
【００５７】
　アダプタ制御部３１は、アダプタ側通信部３２を介してカメラユニット１０側から入力
される制御信号等に基いて無線通信部３４等を制御する制御回路である。
【００５８】
　無線通信部３４は、アダプタ制御部３１による制御下において、外部機器（他のカメラ
システム１Ｂ，１Ｃ等）との間で無線によるデータ通信を行うための回路部である。
【００５９】
　本実施形態のカメラシステム１（撮影機器）は、上述した構成部材以外にも、種々の構
成部材を具備して構成されるものであるが、上述の構成部材以外の構成については、本発
明に直接関連しない構成である。したがって、上述の構成部材以外の構成は図面の煩雑化
を避けるために、その図示を省略すると共に、従来のデジタルカメラ等を含むカメラシス
テム（撮影機器）と略同様の構成を有するものとして、それらの詳細説明は省略する。
【００６０】
　次に、上述のように構成された本実施形態のカメラシステム１（撮影機器）を複数用い
て撮影を行う撮影システムの作用の概要を、図４～図６を用いて以下に説明する。
【００６１】
　本実施形態のカメラシステム１を用いて所望の被写体の撮影を行うと、該カメラシステ
ム１は、外部機器として他の場所に据え置かれている他のカメラシステム１Ｂ，１Ｃと連
繋して、同一の被写体の撮影を行なうことができるようになっている。ここで、以下の説
明においては、撮影者の操作するカメラシステムを、第１カメラシステム（第１の撮影機
器）１Ａというものとする。また、他の場所に据え置いて使用される他のカメラシステム
１Ｂ，１Ｃは、第２カメラシステム（第２の撮影機器）１Ｂ，第３カメラシステム１Ｃ等
のようにいうものとする。そして、上記第１カメラシステム１Ａ，第２カメラシステム１
Ｂ，第３カメラシステム１Ｃの各構成部材については、同じ符号を附していても、必要に
応じて適宜「第１の撮像部２」，「第２の撮像部２」等のように区別していう場合がある
。
【００６２】
　本実施形態のカメラシステム１を用いて撮影動作を行うと共に、他のカメラシステム１
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Ｂ，１Ｃ等と連繋して撮影を行う際の使用形態の一例として、例えば運動会における徒競
走の場面を想定して、以下に説明する。
【００６３】
　図４に示すように、第１カメラシステム１Ａを持って操作する撮影者１０２は、例えば
コース１０１に沿う任意の地点Ａ（図４の符号［Ａ］参照）にて待機している。同時に、
地点Ａよりも後方のコース１０１沿いの任意の地点Ｂ（図４の符号［Ｂ］参照）には、第
２撮影機器である第２カメラシステム１Ｂが三脚等を用いて据え置きしてある。さらに、
地点Ｂよりも後方のコース１０１沿いの任意の地点Ｃ（図４の符号［Ｃ］参照）には、第
３撮影機器である第３カメラシステム１Ｃが、同様に三脚等を用いて据え置きしてあるも
のとする。
【００６４】
　これらの据置カメラとしての第２，第３カメラシステム１Ｂ，１Ｃは、第１カメラシス
テム１Ａと略同様構成からなるシステムであって、第１カメラシステム１Ａの撮影動作に
連繋して動作するものである。なお、図４に示す例では、第２，第３カメラシステム１Ｂ
，１Ｃの二台を据置カメラとした形態を示しているが、この形態に限られることはなく、
撮影者１０２が保持する第１カメラシステム１Ａの他に少なくとも一台の据え置き用カメ
ラシステムが用意されていればよい。また、図４に示す例では、第１カメラシステム１Ａ
を撮影者が保持し、第２，第３カメラシステム１Ｂ，１Ｃを三脚等によって据え置く形態
を示しているが、この例に限らず、例えば第１カメラシステム１Ａ以外のカメラシステム
は、他の撮影者によって保持されるような状況としてもよい。
【００６５】
　このような状況下において、図４に示すように、被写体１００がコース１０１上を矢印
Ｘ方向に走ってくるものとする。このとき撮影者１０２は、コース１０１脇の地点Ａにお
いてシャッターチャンスを伺い、被写体１００が近付いた時、任意のタイミングでシャッ
ターレリーズ動作、即ち撮影動作を実行する。これにより、例えば図５（Ａ），図５（Ｂ
）で示すような一連の画像が得られる。なお、図５（Ｂ）で示す画像は、撮影者１０２の
前を被写体１００が通り過ぎる際に得られる画像の一例を示すものである。
【００６６】
　このようにして取得された画像データに基いて、第１カメラシステム１Ａは、所望の被
写体１００についての顔検出等の信号処理を行なって、撮影画像中における顔領域Ｆ１（
図５（Ａ）参照）等の情報を取得する。これらの情報は、第１カメラシステム１Ａの内部
記憶部（不図示；例えば信号処理・制御部１１の内部メモリ等）に一時的に記憶されると
共に、撮影動作によって取得した画像に関する情報として、第２，第３カメラシステム１
Ｂ，１ｃへと送信される。
【００６７】
　このように、被写体１００が撮影者１０２の地点Ａの前を通り過ぎるまでに、複数の画
像を得ることになる。しかしながら、通常の場合は、撮影者１０２は、一台の第１カメラ
システム１Ａを用いて任意の一地点Ａにて撮影動作を行い得るのみである。したがって、
そのシャッターチャンスは僅かな時間しかなく、その間に得られる画像は、一地点Ａから
撮影した数枚のみである。
【００６８】
　そこで、本実施形態における第１カメラシステム１Ａは、取得した画像データに基いて
得られた情報、具体的には顔検出機能を用いて取得した所望の被写体１００の顔情報等を
、撮影動作と略同時に、予め据え置いた他のカメラシステム（１Ｂ，１Ｃ）へと送信する
。第２，第３カメラシステム１Ｂ，１Ｃは、これを受信して、撮影動作を行う際に利用す
ることによって、より多彩な視点からの撮影結果を得ることができるようにしている。
【００６９】
　即ち、第１カメラシステム１Ａから送信された情報を受信した第２，第３カメラシステ
ム１Ｂ，１Ｃは、第１カメラシステム１Ａが撮影動作時に取得した顔情報や構図情報若し
くは時間情報等を共有することになる。
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【００７０】
　つまり、第２，第３カメラシステム１Ｂ，１Ｃは、受信した顔情報等の撮影に関する各
種情報に基いて、例えば顔検出機能によって顔情報が合致する被写体１００が撮影範囲内
に入り、所定の大きさになった時に自動的にシャターレリーズ動作を実行する。これによ
って、被写体１００が地点Ａにある撮影者１０２の前を通り過ぎた後の被写体１００に対
し、第２，第３カメラシステム１Ｂ，１Ｃが、第１カメラシステム１Ａの撮影時の取得情
報に基いて引き続き同様の撮影動作を実行することができるようになっている。例えば、
第２カメラシステム１Ｂは、第１カメラシステム１Ａからの取得情報に基いて、所定の条
件を満たした場合には、自動的に撮影動作を実行することになる。これにより取得される
画像は、図５（Ｃ）で示すように、第１カメラシステム１Ａで得られた図５（Ａ）で示さ
れる画像等と類似の画像ではあるけれども、別地点から見た画像、即ち被写体１００を主
要被写体としながら背景等が異なる（図５では不図示）画像を得ることができる。
【００７１】
　このような作用の一連の流れの概略を時間軸に沿って示すと、図６に示すようになる。
まず、図６（Ａ）に示すように、第１カメラシステム１Ａは、地点Ａにある撮影者１０２
（図４参照）の意志による操作が行われて複数の画像［ａ－１］，［ａ－２］，［ａ－３
］，［ａ－４］が得られる。この一連の撮影動作の後、第１カメラシステム１Ａは、取得
した複数の画像データに基いて各種所定の信号処理を行なって各種の情報を取得する。
【００７２】
　ここで得られる情報としては、例えば画像中における主要人物であり撮影を所望する被
写体１００を特定し得る情報（顔，髪型，服装等の情報）や、画像中に占める被写体１０
０の大きさ（撮影開始時点，撮影終了時点）等がある。第１撮影機器である第１カメラシ
ステム１Ａにて撮影を開始した時点から、これらの情報取得は行われる。例えば顔検出機
能を用いた場合には、対象となる主要人物（被写体１００）の顔検出がなされると、その
後、検出された顔が画像中で移動しても、これを追尾する機能がある。したがって、顔検
出機能によっていったん検出されると、これを追尾しながら、検出された顔を含む画像領
域の画像データを対象として、その人物に関するその他の情報取得が随時行われる。した
がって、顔検出機能のために予め登録されている情報が、例えば顔の正面像のみであって
も、この登録情報に基いて顔検出が行われて検出されると、それ以降は、当該顔が追尾さ
れるので、これにより、その被写体１００について、正面以外の別の角度からの顔の特徴
情報等を新たに取得することができるようになっている。
【００７３】
　ここで、図４に示す状況下で、第１カメラシステム１Ａの撮影者１０２が地点Ａにおい
て、図６の［ａ－１］～［ａ－４］で示されるような４つの画像を取得したものとする。
これら４つの画像［ａ－１］～［ａ－４］は、被写体１００を含む人物像が時間経過に従
って撮影者１００（地点Ａ）に向けて近付いている状態が示されている。ここで、画像［
ａ－１］を撮影開始直後の画像（撮影開始画像）とし、時系列順に画像［ａ－２］，［ａ
－３］が撮影され最後に［ａ－４］の画像（撮影終了画像）の撮影が行なわれたものとす
る。
【００７４】
　撮影開始当初の画像［ａ－１］，［ａ－２］では、被写体１００を含む複数の人物像は
撮影者１０２の地点Ａから比較的遠い位置を走っており、撮影範囲内における被写体１０
０の占める領域は比較的小さく、また、他の走者も写り込んでいる。しかしながら、画像
［ａ－１］．［ａ－２］の構図の取り方を見ると主要となる被写体は符号１００で示す人
物であることが推定できる。
【００７５】
　続く画像［ａ－３］，［ａ－４］では、被写体１００が撮影者１０２の地点Ａに近付い
ており、撮影範囲内における被写体１００の占める領域が大きく写し込まれている。
【００７６】
　これら図６に示す４つの画像及び図５（Ｂ）の画像データから、第１カメラシステム１
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Ａは、主要となる被写体１００についての特徴的情報、即ち顔情報，横顔情報，服装情報
等や、撮影者１０２の意図した構図に関する情報、撮影開始時点及び終了時点の主要被写
体の大きさ（撮影範囲に示す被写体領域の大きさ）情報等の撮影に関する各種情報を取得
することができる。
【００７７】
　このようにして取得された各種情報は、第１カメラシステム１Ａから第２，第３カメラ
システム１Ｂ，１Ｃへと自動的に送信されて、第２，第３カメラシステム１Ｂ，１Ｃが撮
影動作を行う際に利用されることになる。
【００７８】
　即ち、第２，第３カメラシステム１Ｂ，１Ｃは、第１カメラシステム１Ａからの各種情
報に基いて、当該第１カメラシステム１Ａが撮影した被写体１００と同じ被写体１００を
検出し、そうして検出された被写体１００を撮影対象とすることになる。
【００７９】
　つまり、第２，第３カメラシステム１Ｂ，１Ｃは、第１カメラシステム１Ａから上記各
種の情報を受信すると（図６（Ｂ）「情報受信」参照）、これらの情報に基いて各システ
ム上の各種の設定を行った上で、シャッターレリーズ動作を自動的に実行するためのタイ
ミングを計りつつ待機している。そして、被写体１００がコース１０１上を地点Ｂ，Ｃに
向けて走ってくると、画像中における被写体１００の顔検出が行なわれ、検出された顔を
持つ人物の大きさ等が確認される。そして、被写体１００が所定の大きさ、例えば第１カ
メラシステム１Ａが撮影を開始した時点の画像［ａ－１］に対応する被写体１００の大き
さや構図情報に応じて条件が合致した時、第２，第３カメラシステム１Ｂ，１Ｃは撮影動
作を開始する。また、どの時点で撮影動作を終了させるか等についても、第１カメラシス
テム１Ａの撮影終了時点での各種情報を参照して最適なタイミングで撮影動作を実行する
（図６（Ｂ）「条件を満たす撮影」参照）。
【００８０】
　このようにして、第２，第３カメラシステム１Ｂ，１Ｃが取得する画像は、図６の画像
［ｂ－１］，［ｂ－２］に示すようなものとなる。ここで、例えば画像［ｂ－１］は撮影
開始時点に取得された画像の一例である。この画像［ｂ－１］は、第１カメラシステム１
Ａによって取得された画像［ａ－１］等に対応している。また、画像［ｂ－１］は撮影終
了時点に取得された画像の一例である。この画像［ｂ－２］は、第１カメラシステム１Ａ
によって取得された画像［ａ－４］等に対応している。
【００８１】
　このように、第２，第３カメラシステム１Ｂ，１Ｃを、第１カメラシステム１Ａと略同
様構成のものを適用すれば、第１カメラシステム１Ａからの情報に基いて、略同等の撮影
動作を実行することにより、所望の画像を得ることができる。
【００８２】
　また、このような形態とは別の構成として、例えば第２，第３カメラシステムによって
撮影し得る範囲、即ち撮影レンズの画角設定を、第１カメラシステムに適用される撮影レ
ンズの画角よりも比較的広めに設定しておくような構成としてもよい。このような構成と
した場合は、第２，第３カメラシステムは、撮影範囲が広めに設定された画像、例えば図
６に示す画像［ｂ－１ａ］，［ｂ－２ａ］等のような画像を得ることができる。そして、
これらの画像［ｂ－１ａ］，［ｂ－２ａ］等に対し、第１カメラシステムから送られてき
た各種情報に基づく信号処理、例えばトリミング処理等を行なうことにより、図６の画像
［ｂ－１，［ｂ－２］等のような画像を取得するようにすればよい。
【００８３】
　そして、最後に、第２，第３カメラシステム１Ｂ，１Ｃは、第１カメラシステム１Ａに
向けて取得した一連の画像データを送信する。
【００８４】
　次に、本実施形態のカメラシステム１（撮影機器）を複数用いて撮影を行う撮影システ
ムの作用の流れを、図７のフローチャートを用いて以下に説明する。
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【００８５】
　まず、使用者（撮影者）は、電源オフ状態にある第１カメラシステム１Ａにおけるカメ
ラユニット１０の操作部材のうち電源オンオフ操作部材（不図示）をオン操作する。これ
により、第１カメラシステム１Ａは起動して、図７のカメラ制御の処理シーケンスが開始
される（スタート）。同時に、据置カメラとしての第２，第３カメラシステム１Ｂ，１Ｃ
も、電源オン状態とし撮影動作を実行し得る状態（撮影待機状態）としておく。
【００８６】
　なお、図７のフローチャートにおいては、本実施形態のカメラシステム１の作用を説明
しているものであるが、上述したように、第１，第２，第３カメラシステム１Ａ，１Ｂ，
１Ｃは、いずれも略同様構成のものを適用できる。ここで、第１カメラシステム１Ａは、
撮影者が操作する側のカメラシステム（撮影機器）であって、撮影に関する各種情報を送
信する側のカメラシステムとする。一方、第２，第３カメラシステム１Ｂ，１Ｃは、据置
カメラとして機能する側のカメラシステム（撮影機器）であって、撮影に関する各種情報
を受信する側のカメラシステムとする。
【００８７】
　図７における各処理ステップのうち、
　（１）ステップＳ１０１～Ｓ１０９，Ｓ１３１，Ｓ１３２の処理ステップは、第１カメ
ラシステムとして動作する際の撮影動作モード（動画像撮影モード）時の処理ステップ、
　（２）ステップＳ１２１，Ｓ１２２の処理ステップは、第１カメラシステムとして動作
する際の画像データ受信処理ステップ、
　（３）ステップＳ１１１～Ｓ１１９の処理ステップは、第２，第３カメラシステムとし
て動作する際の撮影動作モード（静止画像撮影モード）時の処理ステップ、
　（４）ステップＳ１４１～Ｓ１４５の処理ステップは、カメラシステム共通の再生動作
モード時の処理ステップ、である。
【００８８】
　まず、第１カメラシステム側の撮影動作モード時の処理シーケンスの概要は次の通りで
ある。即ち、図７のステップＳ１０１において、第１カメラシステム１Ａの信号処理・制
御部１１は、現在設定されている動作モードが撮影動作を実行し得る撮影動作モードに設
定されているか否かの確認を行う。
【００８９】
　なお、一般的なデジタルカメラの撮影動作モードとしては、静止画像データを取得する
静止画撮影モードと、動画像データを取得する動画像撮影モードとがある。本実施形態の
カメラシステム１においても、静止画像撮影モードと動画像撮影モードとを有するものと
する。そして、本実施形態においては、撮影者の持つ第１カメラシステム１Ａは「動画像
撮影モード」での撮影が行われる一方、据置型としての第２，第３カメラシステム１Ｂ，
１Ｃでは、「静止画像撮影モード」での撮影が行われるものとしている、以下の説明を進
める。
【００９０】
　しかしながら、本実施形態のカメラシステム（撮影機器）においては、撮影動作モード
が静止画像撮影モードと動画像撮影モードとのいずれのモードで動作させたとしても、以
下の説明と同様な作用が行われるようになっている。
【００９１】
　上述のステップＳ１０１の処理において、静止画像撮影モードと動画像撮影モードとの
いずれかの撮影動作モードに設定されていることが確認された場合には、次のステップＳ
１０２の処理に進む。一方、撮影動作モードが設定されていない場合には、他の動作モー
ドが設定されているものとして、ステップＳ１４１の処理に進む。
【００９２】
　ステップＳ１０２において、信号処理・制御部１１は、第１の撮像部２，表示部８等を
制御して、表示部８の表示画面上にライブビュー画像を表示させるライブビュー画像表示
処理を実行する。その後、ステップＳ１０３の処理に進む。
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【００９３】
　ステップＳ１０３において、信号処理・制御部１１は、操作判定部６からの指示信号を
監視して撮影動作を開始するための撮影操作の指示信号が生じたか否かの確認を行う。こ
こで、撮影操作の指示信号が確認された場合（つまり第１カメラシステム１Ａとして動作
している場合）には、次のステップＳ１０４の処理に進む。一方、撮影操作の指示信号が
確認されない場合（つまり第２，第３カメラシステム１Ｂ，１Ｃとして動作している場合
）には、ステップＳ１１１の処理に進む。
【００９４】
　ステップＳ１０４において、信号処理・制御部１１は、撮像部２，表示部８，記録部４
等を制御して通常の撮影処理を開始する。なお、ここで行われる通常の撮影処理は、上述
したように第１カメラシステム１Ａにおいては動画像撮影処理としている。この動画像撮
影処理の詳細は省略するが、撮像部２等を駆動して行なう通常の動画像取得動作であって
、ＡＥ制御，ＡＦ制御，ＡＷＢ制御等の動画像撮影に関する諸設定動作を含むものである
。その後、ステップＳ１０５の処理に進む。
【００９５】
　ステップＳ１０５において、信号処理・制御部１１は、上述のステップＳ１０４の処理
にて取得した動画像データに基いて信号処理を行なう。そして、撮影画像内の人物の顔情
報，構図情報等の各種情報が、取得画像データに存在するか否かを確認する。ここで、各
種情報が確認された場合には、ステップＳ１０６の処理に進み、このステップＳ１０６に
おいて、それらの各種情報を、例えば信号処理・制御部１１の内部メモリ等の内部記憶部
に一時的に記憶する（情報蓄積処理）。その後、ステップＳ１０７の処理に進む。なお、
各種情報が確認されない場合には、ステップＳ１０７の処理に進む。
【００９６】
　ステップＳ１０７において、信号処理・制御部１１は、操作判定部６からの指示信号を
監視して撮影動作を終了するための操作が行なわれたか否かの確認を行う。ここで、撮影
終了操作が確認された場合には、次のステップＳ１０８の処理に進む。また、撮影終了操
作が確認されない場合には、上述のステップＳ１０４の処理に戻り、以降の処理を繰り返
す。
【００９７】
　ステップＳ１０８において、信号処理・制御部１１は、アダプタ通信部１２を介してカ
メラユニット１０と接続された無線通信アダプタ３０を制御して、本第１カメラシステム
１Ａと他のカメラシステムである第２，第３カメラシステム１Ｂ，１Ｃとの間で無線接続
状態が確立しているか否かの確認を行う。なお、カメラシステム同士の無線接続処理につ
いては、本発明に直接的に関わる処理ではないので、通常の電子機器同士で行われる無線
接続処理と同様の処理が行われるものとして、その詳述を省略する。ここで、第１カメラ
システム１Ａと、他のカメラシステム（１Ｂ，１Ｃ）との間の無線接続状態が確立されて
いることが確認された場合には、次のステップＳ１０９の処理に進む。また、カメラシス
テム同士の無線接続状態が確認されない場合には、ステップＳ１３１の処理に進む。
【００９８】
　ステップＳ１０９において、信号処理・制御部１１は、上述のステップＳ１０６の処理
にて一時記憶した上記各種情報のデータを、無線通信アダプタ３０を介して他のカメラシ
ステム（１Ｂ，１Ｃ）へと送信する情報送信処理を実行する。この情報送信処理は、カメ
ラユニット１０の信号処理・制御部１１の制御下において、無線通信アダプタ３０のアダ
プタ制御部３１が無線通信部３４を制御して行う処理である。ここで送信される各種情報
データは、他のカメラシステム（１Ｂ，１Ｃ）において、後述するステップＳ１１１の処
理にて受信されるものである。なお、この情報送信処理についても、本発明に直接的に関
わる処理ではないので、通常の情報送信処理と同様の処理であるものとして、その詳述を
省略する。その後、ステップＳ１３１の処理に進む。
【００９９】
　ステップＳ１３１において、信号処理・制御部１１は、操作判定部６からの指示信号を
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監視して電源オフ操作が行なわれたか否かの確認を行う。ここで、電源オフ操作が確認さ
れた場合には、次のステップＳ１３２の処理に進む。また、電源オフ操作が確認されない
場合には、上述のステップＳ１０１の処理に戻り、以降の処理を繰り返す。
【０１００】
　ステップＳ１３２において、信号処理・制御部１１は、操作判定部６からの電源オフ指
示信号を受けて、本第１カメラシステム１Ａの主電源をオフ状態とする電源オフ処理を実
行する。これにより、本第１カメラシステム１Ａにおける制御シーケンスは終了する。
【０１０１】
　なお、第１カメラシステム１Ａは、上記ステップＳ１３１，Ｓ１３２の処理にて、使用
者（撮影者）による電源オフ操作がなされたときにはオフ状態とされるが、本実施形態の
おいては、後述するように、第２，第３カメラシステム１Ｂ，１Ｃの撮影動作が行われた
後に、これらのカメラシステム（１Ｂ，１Ｃ）によって取得された画像データを第１カメ
ラシステム１Ａに向けて送信する処理が行われる（ステップＳ１１８の処理参照）。した
がって、想定している使用状況では、第１カメラシステム１Ａは、撮影動作の終了後にも
、電源オフ操作を行わずに起動した状態で受信待機状態としておくことになる。
【０１０２】
　次に、第２，第３カメラシステム側の撮影動作モード時の処理シーケンスの概要は次の
通りである。
【０１０３】
　カメラシステムが起動している状態において、例えば所定の時間、撮影操作が確認され
ない場合（上述のステップＳ１０３の処理）には、信号処理・制御部１１は、ステップＳ
１１１において、無線通信アダプタ３０の無線通信部３４等を監視して、第１カメラシス
テム１Ａ側から撮影結果に関する各種情報を受信したか否かの確認を行う。なお、この場
合における所定の時間は、時計９の出力信号を確認することによりなされる。
【０１０４】
　つまり、上述のステップＳ１０３の処理において、撮影操作がなされる場合には、当該
カメラシステムは、撮影者が操作する第１カメラシステム１Ａであると判断される。一方
、上述のステップＳ１０３の処理において、撮影操作がなされない場合には、当該カメラ
システムは、据置型の第２，第３カメラシステム１Ｂ，１Ｃであると判断されて、ステッ
プＳ１１１の処理へと進むことになる。
【０１０５】
　ステップＳ１１１の処理において、各種情報データの受信が確認された場合（つまり第
２，第３カメラシステム１Ｂ，１Ｃとして動作している場合）には、次のステップＳ１１
２の処理に進む。ここで受信される各種情報データは、上述のステップＳ１０９の処理に
て送信されたものである。一方、各種情報の受信が確認されない場合（つまり第１カメラ
システム１Ａとして動作している場合）には、ステップＳ１２１の処理に進む。
【０１０６】
　なお、上記ステップＳ１１１の処理にて、各種情報の受信が確認されない場合というの
は、例えば第１カメラシステム１Ａとして動作している場合において、上述のステップＳ
１０９の処理にて情報送信処理の完了後、撮影操作がなされないまま電源オン状態で待機
状態となっている場合（Ｓ１３１→Ｓ１０１，Ｓ１０２，Ｓ１０３→Ｓ１１１）等の状況
が想定される。この場合には、当該カメラシステムは第１カメラシステム１Ａであるもの
として説明される。
【０１０７】
　ステップＳ１１２において、信号処理・制御部１１は、受信した各種情報を一時的に記
憶する情報メモリ処理を実行する。そして、信号処理・制御部１１は、条件設定部１１ｄ
を制御して、上記受信され一時記憶されている各種情報に基いて、第２，第３カメラシス
テム１Ｂ，１Ｃ側で自動撮影動作を行う場合の撮影条件の設定処理を実行する。のその後
、ステップＳ１１３の処理に進む。
【０１０８】
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　ステップＳ１１３において、信号処理・制御部１１は、第２の撮像部２，表示部８等を
制御して撮影動作処理を開始する。この撮影動作処理は、当該カメラシステムが、上述し
たように第２，第３カメラシステム１Ｂ，１Ｃであるので、本実施形態では、静止画像撮
影処理とする。この静止画像撮影処理の詳細は省略するが、撮像部２を駆動して行なう通
常の静止画像取得動作である。
【０１０９】
　なお、このステップＳ１１３の処理にて行われる実際の動作としては、撮影動作処理の
うち、撮像部２を駆動させて、ＡＥ制御，ＡＦ制御，ＡＷＢ制御等の静止画像撮影に関す
る諸設定動作を行なうと共に、ライブビュー画像を表示部８の表示画面８ａに表示させる
等の処理、即ち据え置かれたカメラシステム（１Ｂ，１Ｃ）が撮影し得る撮影画角内の画
像をモニターする処理であり、実際のレリーズ処理は行なわれない。その後、ステップＳ
１１４の処理に進む。
【０１１０】
　続いてステップＳ１１４において、信号処理・制御部１１は、条件判定部１１ｃを制御
して、撮影動作中の画像信号（ライブビュー画像）が上記条件設定部１１ｄにより設定さ
れた撮影条件に合致しているか否か、即ち撮影開始の条件に合う類似画像（例えば図４の
［ａ－１］で示す撮影開始画像に類似する画像）が有るか否かの確認を行う。ここで、撮
影開始画像の類似画像（例えば図４の［ｂ－１］で示す画像）が有ることが確認された場
合には、次のステップＳ１１５の処理に進む。また、類似画像が無い場合には、上述のス
テップＳ１１３の処理に戻り、以降の処理を繰り返す。
【０１１１】
　ステップＳ１１５において、信号処理・制御部１１は、条件判定部１１ｃを介して判定
された所定のタイミングによって、上記各種情報に基く設定条件に応じて撮影指示信号を
発生させて撮影動作を開始する。ここで行われる撮影動作とは、上記撮影指示信号にした
がって絞り制御，シャッター制御を行なって実際のシャッターレリーズ動作を実行し、そ
の時点での撮像部２の出力信号を静止画像として取得する動作をいう。
【０１１２】
　上述のステップＳ１１４の処理において、上記第１カメラシステム１Ａの撮影結果に応
じた構図に類似した構図となった場合に、第２，第３カメラシステム１Ｂ，１Ｃは自動撮
影動作を実行することになる。これにより、第１カメラシステム１Ａにより取得された画
像に関する各種情報（顔情報，構図情報等）を反映した類似画像の画像データが、第２，
第３カメラシステム１Ｂ，１Ｃによって取得されることになる。その後、ステップＳ１１
６の処理に進む。
【０１１３】
　ステップＳ１１６において、信号処理・制御部１１は、上述のステップＳ１１４の処理
と同様に類似画像が有るか否かの確認を行う。ここで、類似画像が有ることが確認される
たびに上述のステップＳ１１５の処理を繰り返す。そして、類似画像が無い状態になると
、次のステップＳ１１７の処理に進む。
【０１１４】
　ステップＳ１１７において、信号処理・制御部１１は、撮影動作を終了するための所定
の撮影終了処理を実行する。その後、ステップＳ１１８の処理に進む。
【０１１５】
　ステップＳ１１８において、信号処理・制御部１１は、アダプタ通信部１２を介して無
線通信アダプタ３０を制御して画像データの送信処理を実行する。ここで、行われる画像
送信処理は、第２，第３カメラシステム１Ｂ，１Ｃから第１カメラシステム１Ａへ向けて
の送信処理である。その後、ステップＳ１１９の処理に進む。
【０１１６】
　ステップＳ１１９において、信号処理・制御部１１は、上記内部メモリ等に対してメモ
リクリア処理を実行する。その後、ステップＳ１３１の処理に進む。
【０１１７】
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　続いて、第１カメラシステムにおける画像データ受信処理シーケンスの概要は次の通り
である。
【０１１８】
　上述のステップＳ１１１において、撮影操作が所定時間行われず、かつ撮影に関する各
種情報の受信がなされていない場合には、ステップＳ１２１処理に進み、このステップＳ
１２１において、画像データ受信処理シーケンスが実行される。このような状態は、第１
カメラシステム１Ａが、上述のステップＳ１０９の情報送信処理を実行した後、待機状態
となっている場合が想定される。
【０１１９】
　即ち、ステップＳ１２１において、信号処理・制御部１１は、無線通信アダプタ３０の
無線通信部３４等を監視して、他のカメラシステム側からの画像データが受信されたか否
かの確認を行う。ここで受信される画像データは、上述のステップＳ１１８の画像送信処
理にて、第２，第３カメラシステム１Ｂ，１Ｃから送信された画像データを想定している
。
【０１２０】
　ここで、画像データの受信が確認された場合には、次のステップＳ１２２の処理に進む
。
【０１２１】
　ステップＳ１２２において、信号処理・制御部１１は、受信した画像データ（他のカメ
ラシステム（１Ｂ，１Ｃ）により取得された画像データ）を、当該第１カメラシステム１
Ａにより先に取得し記録済みの画像データに関連付けるファイル接続処理を行う。この場
合において、信号処理・制御部１１は、記録制御部として機能する。当該記録制御部によ
るファイル接続処理は、例えば一連の撮影により取得された複数の画像データを一纏まり
の画像データとして扱い得るようなデータ形式としたり、複数の画像データの縮小画像を
一つの画像データとする等、各種の画像処理が考えられる。このファイル接続処理により
関連付けられる複数の画像データは記録部４に記録されることになるが、その際に、複数
の画像データを関連付けるための関連付け情報は、例えば個々の画像データのヘッダ部等
に追記するようにしてもよいし、関連付け情報のみを別ファイルとして記録しておくよう
にしてもよい。なお、上記ファイル接続処理が行なわれ後、一連の撮影によって取得され
た複数の画像データは、記録部４に記録される。その後、ステップＳ１３１の処理に進む
。このステップＳ１３１の処理以降は上述と同様である。
【０１２２】
　また、上記ステップＳ１２１の処理において、画像データの受信が確認されない場合に
は、ステップＳ１３１の処理に進む。
【０１２３】
　最後に、本実施形態のカメラシステム共通の再生動作モード時の処理シーケンスの概要
は次の通りである。
【０１２４】
　上述のステップＳ１０１の処理において、撮影動作モードに設定されていないことが確
認されると、ステップＳ１４１の処理に分岐する。このステップＳ１４１以降において、
再生動作モード時の処理シーケンスが実行される。
【０１２５】
　即ち、ステップＳ１４１において、信号処理・制御部１１は、現在設定されている動作
モードの確認を再度行なって、再生動作を実行し得る再生動作モードに設定されているか
否かの確認を行う。ここで、再生動作モードに設定されていることが確認された場合には
、次のステップＳ１４２の処理に進む。一方、再生動作モードに設定されていないことが
確認された場合には、上述のステップＳ１０１の処理に進み、以降の処理を繰り返す。
【０１２６】
　なお、この場合においては、カメラシステム１の動作モードとして大きく分けて「撮影
動作モード」と「再生動作モード」との二つの動作モードがあるものとして説明している
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。本カメラシステム１としては、これら２つの動作モード以外の他の動作モードを有して
構成される場合も当然考えられる。その場合には、上述のステップＳ１４１の処理の分岐
にて、さらに別の動作モードを確認するための処理シーケンスを同様に設けるようにすれ
ばよい。
【０１２７】
　ステップＳ１４２において、信号処理・制御部１１は、記録部４，表示部８等を制御し
て、記録媒体に記録済みの画像データについてのファイル一覧表示処理を実行する。その
後、ステップＳ１４３の処理に進む。
【０１２８】
　ステップＳ１４３において、信号処理・制御部１１は、操作判定部６からの指示信号を
監視して再生表示すべき画像に関するデータファイル選択操作が行われたか否かの確認を
行う。ここで、ファイル選択操作が行われたことが確認された場合には、次のステップＳ
１４４の処理に進む。また、ファイル選択操作が所定の時間以上の間、行われていないこ
とが確認された場合には、ステップＳ１４５の処理に進む。なお、この場合における所定
の時間は、時計９の出力信号を確認することによりなされる。その後、ステップＳ１４４
の処理に進む。
【０１２９】
　ステップＳ１４４において、信号処理・制御部１１は、表示部８等を制御して、上述の
ステップＳ１４３の処理にて選択されたデータファイルに基く画像の再生表示を行う選択
ファイル再生表示処理を実行する。その後、ステップＳ１４５の処理に進む。
【０１３０】
　ステップＳ１４５において、信号処理・制御部１１は、操作判定部６からの指示信号を
監視して再生動作の終了操作が行われたか否かの確認を行う。ここで、再生終了操作が確
認された場合には、ステップＳ１３１の処理に進む。また、再生終了操作が確認されない
場合には、上述のステップＳ１４２の処理に進み、以降の処理を繰り返す。
【０１３１】
　なお、上述のファイル一覧表示処理（ステップＳ１４２），ファイル選択操作処理（ス
テップＳ１４３），選択ファイル再生処理（ステップＳ１４４）等の各処理シーケンスに
ついての具体的な処理内容については、本発明に直接関連しない部分であり、従来の撮影
機器にて適用されるものと同様の処理がなされるものとして、説明を省略する。
【０１３２】
　以上説明したように上記第１の実施形態によれば、第１カメラシステム１Ａによる撮影
動作が撮影者によって開始されると、その撮影動作中に取得された画像データに基いて各
画像に関する各種情報（顔情報，構図情報等）が一時記録されると共に、その一連の撮影
動作の終了後に、他の地点に据え置く等した他のカメラシステムである第２，第３カメラ
システム１Ｂ，１Ｃへと送信されるようにしている。
【０１３３】
　そして、第２，第３カメラシステム１Ｂ，１Ｃは、受信した各種情報に基いて撮影条件
を設定し、設定された条件に合致する状況を判定し、適宜のタイミングで自動的に撮影（
シャッターレリーズ）を実行する。これにより、第１カメラシステム１Ａの撮影者は、撮
影者自身とは別の場所に据え置いた他のカメラシステムによって、自分が意図した撮影結
果（画像データ）を反映した画像であって、かつ撮影者自身がいる地点とは別の地点から
撮影された画像データを自動的に取得することができる。
【０１３４】
　複数のカメラシステム（１Ａ，１Ｂ，１Ｃ）を連携させて一連の撮影を行なうのに際し
、
撮影者は一台のカメラシステム（１Ａ）を操作するのみでよく、その操作するカメラシス
テム（１Ａ）を用いて通常の撮影操作を行なうことで、別の地点に据え置いた他のカメラ
システム（１Ｂ，１Ｃ）によって、自分の意図が反映された撮影結果を自動的に取得する
ことができる。
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【０１３５】
　この場合において、複数のカメラシステムが一連の撮影動作を行なう際に、第１カメラ
システム１Ａから他のカメラシステム（１Ｂ，１Ｃ）へと送信される各種情報データは、
例えば顔検出機能を用いて得られる特徴データ等、極めて小容量の情報のみなので、容易
にかつ高速に送受信することができる。
【０１３６】
　また、他のカメラシステム（１Ｂ，１Ｃ）によって取得される画像データ（比較的大容
量のデータ）を第１カメラシステム１Ａへと送信するのは、一連の撮影動作が終了した後
に一括して行われるようにしたので、撮影動作に影響を及ぼすことなく、確実に送受信す
ることができる。
【０１３７】
　なお、上述の第１の実施形態においては、第１カメラシステム１Ａで動画像撮影を行な
い、第２カメラシステム１Ｂでは静止画像撮影を行なうような場合を想定していたが、こ
のような使用形態に限ることはなく、各カメラシステム（１Ａ，１Ｂ，１Ｃ）で撮影し得
る画像データの形態は、静止画像，動画像のいずれでもよい。
【０１３８】
　ところで、上記第１の実施形態においては、撮影者は、任意の地点Ａにおいて第１撮影
機器である第１カメラシステム１Ａを任意に操作し、所望する撮影対象についての複数の
画像データを取得するという状況を想定していた。そして、この場合において、撮影者は
、例えば複数の撮影対象（複数の走者）のうちから一つの撮影対象（特定の一人の走者）
に着目して、その撮影対象のみを追跡するように撮影するという場合の具体例を説明して
いる。
【０１３９】
　このような状況下での使用例では、撮影対象となる被写体が比較的高速で移動する状況
であることから、各カメラシステムのそれぞれが行い得る撮影動作自体は比較的短時間で
少量の画像データを取得することになる。そして、各カメラシステムが連繋して一連の画
像データを取得することになる。
【０１４０】
　このような上記第１の実施形態で想定した状況とは異なる状況を想定して、本発明の撮
影機器（カメラシステム）を使用する場合の別の使用形態を、本発明の第２の実施形態と
して以下に説明する。
【０１４１】
［第２の実施形態］
　本発明の第２の実施形態は、複数のカメラシステムを複数用いて撮影を行う撮影システ
ムの使用形態の別の一例として、例えば学芸会，音楽発表会等の場面を想定している。即
ち、学芸会，音楽発表会等の場面では、撮影対象となる複数の被写体が移動しない状況に
ある。そのような状況下においては、撮影者は、複数の撮影対象（複数の人物）のなかか
ら、ある特定の人物のみを撮影対象としたり、その特定人物とは異なる別の人物を撮影対
象としたり、ズーミングを行なって、舞台上の全体を撮影する等、撮影対象を順次変化さ
せて撮影が行われる場合がある。本実施形態においては、このような状況での撮影を想定
している。
【０１４２】
　本実施形態の撮影機器（カメラシステム）の基本的な構成は、上述の第１の実施形態の
撮影機器と全く同様であるものとする。したがって、その構成についての詳細説明は省略
する。そして、以下の説明においては、撮影機器（カメラシステム）の各構成部材につい
て、上述の第１の実施形態で説明したものと同じ符号を説明に用いるものとする。
【０１４３】
　本実施形態においても、ある地点にいる撮影者が持って操作する第１カメラシステム１
Ａと、撮影者の地点とは異なる地点に据え置いた第２カメラシステム１Ｂとを連繋させて
一連の関連した撮影を行ない得るようにしたものである。なお、本実施形態では、他のカ
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メラシステム側を第２カメラシステム１Ｂとして、説明を簡略化するが、上記第１の実施
形態と同様に、他のカメラシステム側を複数台としてもよい。
【０１４４】
　図８，図９は、本発明の第２の実施形態の作用を示す図である。このうち、図８は、本
実施形態の各撮影機器の動作を時系列に示すタイムチャートと、このタイムチャート中の
各動作時において各撮影機器が取得する画像データに基く画像の表示例を示す図である。
なお、図８（Ａ）は第１撮影機器（第１カメラシステム）の動作を時間軸に沿って示すタ
イムチャートである。図８（Ｂ）は第２撮影機器（第２カメラシステム）の動作を時間軸
に沿って示すタイムチャートである。図９は、本実施形態の撮影機器の作用を示すフロー
チャートである。
【０１４５】
　まず、図８（Ａ）において、任意の地点にある撮影者が第１カメラシステム１Ａを操作
することにより複数の画像［ａ－５］，［ａ－６］，［ａ－７］が順次取得されるものと
する。ここで、画像［ａ－５］は、撮影者が複数の撮影対象のうち特定の人物「Ａ」に着
目して撮影した結果の画像の表示例である。画像［ａ－６］は、上述の画像［ａ－５］の
撮影後、同様に撮影者が複数の撮影対象のうち別の特定の人物「Ｂ」に着目して撮影した
結果の画像の表示例である。画像［ａ－７］は、上述の画像［ａ－６］の撮影後、同様に
撮影者が複数の撮影対象のうちさらに別の特定の人物「Ｃ」に着目して撮影した結果の画
像の表示例である。
【０１４６】
　このように第１カメラシステム１Ａによって複数の画像の撮影が行われる場合において
、本実施形態においては、各画像［ａ－５］，［ａ－６］，［ａ－７］の撮影動作の都度
、各画像に関する各種情報の取得と、その情報送信処理を行なうようにしている。
【０１４７】
　第２カメラシステム１Ｂは、上記第１カメラシステム１Ａから送信される各種情報をそ
の都度受信して、受信された各種情報に応じて撮影条件を設定し、順次撮影を行なうよう
にしている。
【０１４８】
　これにより、第２カメラシステム１Ｂが取得する画像は、図８の画像［ｂ－５］，［ｂ
－６］，［ｂ－７］に示すようなものとなる。ここで、例えば画像［ｂ－５］は、第１カ
メラシステム１Ａによる画像［ａ－５］に対応し、第２カメラシステム１Ｂがある地点か
ら特定人物「Ａ」に着目して捉えた画像の一表示例である。また、画像［ｂ－６］は、同
様に第１カメラシステム１Ａによる画像［ａ－６］に対応し、第２カメラシステム１Ｂが
ある地点から特定人物「Ｂ」を主要被写体として捉えた画像の一表示例である。画像［ｂ
－７］は、第１カメラシステム１Ａによる画像［ａ－７］に対応し、第２カメラシステム
１Ｂがある地点から特定の人物「Ｃ」を主要被写体として捉えた画像の一表示例である。
【０１４９】
　これらの表示例は、例えば、第２カメラシステム１Ｂの撮影レンズの画角設定を第１カ
メラシステム１Ａの撮影レンズの画角よりも比較的広めに設定しておく構成とすることに
より、第１カメラシステム１Ａに比べてより広く周りの状況が写し込まれた画像が得られ
るようにした例を示している。これにより、第２カメラシステム１Ｂにより取得される画
像の構図は、第１カメラシステム１Ａで得られる画像とほぼ類似の構図でありながら、撮
影地点の違いから撮影アングルが異なっていたり、画角に変化を持たせた画像を得ること
ができるようにしている。
【０１５０】
　また、こうして得られた画像データに対しては、第１カメラシステム１Ａから送信され
た顔情報，構図情報等の各種情報等に基づいてトリミング処理等を行ってもよい。この場
合には、第１カメラシステム１Ａの画像と、略同様の構図でありながら、視点の異なる画
像を生成することも可能である。
【０１５１】
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　このように、本実施形態においては、複数の撮影対象のなかから撮影者が特に着目して
撮影を所望する撮影対象（第１カメラシステム１Ａを用いて実際に撮影した撮影対象）に
ついて、別の視点による画像を取得することができる。
【０１５２】
　なお、本実施形態においても、一連の撮影動作の最後には、第２カメラシステム１Ｂで
取得された画像データを第１カメラシステム１Ａに対して一括送信するようにしている。
【０１５３】
　上述の第１の実施形態で想定した場合の撮影と、上記第２の実施形態で想定した場合の
撮影との制御は、カメラの動作モードを変更することによって制御の切り換えを行うよう
にしてもよい。また、第１カメラシステムが取得した画像データにより得られる各種情報
データに基いて、信号処理・制御部１１の条件設定部１１ｄが設定する撮影条件にを参考
として、第２カメラシステムの動作制御を切り換えるようにしてもよい。
【０１５４】
　本実施形態のカメラシステム１（撮影機器）を複数用いて撮影を行う撮影システムの作
用の流れは、図９に示すフローチャートのようになる。この図９のフローチャートは、上
述の第１の実施形態の作用を示すフローチャート（図７）と略同様であり、一部の処理ス
テップが異なるのみである。したがって、以下の説明においては、上述の第１の実施形態
と同じ処理ステップについては同じステップ番号を附して、その説明は省略し、異なる処
理ステップについてのみ詳述する。
【０１５５】
　図９において、ステップＳ１０１～Ｓ１０４の各処理は、上述の第１の実施形態におけ
る図７と同様である。
【０１５６】
　ステップＳ１０４において、第１カメラシステム１Ａは、通常の撮影処理を開始した後
、次のステップＳ１０５Ａの処理に進む。このステップＳ１０５Ａにおいて、信号処理・
制御部１１は、第１カメラシステム１Ａと第２カメラシステム１Ｂとの間の無線接続状態
が確立しているか否かの確認を行う。この確認処理は、図７のステップＳ１０８の処理と
同様の処理である。つまり、本実施形態では、第１カメラシステム１Ａにおいて一回の撮
影動作が行なわれると、その都度、第２カメラシステム１Ｂとの間で無線通信を行なって
、各種の撮影情報の送信を行なうようにしている。
【０１５７】
　このステップＳ１０５Ａにおいて、第１カメラシステム１Ａと第２カメラシステム１Ｂ
との間の無線接続状態が確立されていることを確認した場合には、次のステップＳ１０６
Ａの処理に進む。また、カメラシステム同士の無線接続状態が確認されていない場合には
、ステップＳ１０９Ａの処理に進む。
【０１５８】
　ステップＳ１０６Ａにおいて、信号処理・制御部１１は、第１カメラシステム１Ａが撮
影中である旨を表わす情報信号を第２カメラシステム１Ｂへと送信する。その後、ステッ
プＳ１０７Ａの処理に進む。
【０１５９】
　ここで、第１カメラシステム１Ａが「撮影中信号」を送信するのは、撮影動作中に他の
カメラシステム（１Ｂ）から画像データ等が送信されてくると、その受信を行なうことが
できない状況になる場合もある。即ち、画像データを受信した時には、受信した画像デー
タを記録する処理が必要となる。撮影動作時に記録処理は必ず伴うものであることから、
撮影動作と受信動作とを平行して実行すると共に、両動作のいずれにも伴う記録処理を行
なうのに負荷が大きくなってしまうことになる。
【０１６０】
　したがって、本第１カメラシステム１Ａが撮影動作中には、受信側となる機器（第２カ
メラシステム１Ｂ）に対して「撮影中信号」を送信するようにしている。そして、本第１
カメラシステム１Ａから、その無線通信を行なう相手方となる他のカメラシステム（１Ｂ
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）が、この「撮影中信号」を受信した時（後述する図９のステップＳ１１１Ａ，Ｓ１１３
の処理参照）には、画像データの送信処理に移行しないようにするための措置である。
【０１６１】
　ステップＳ１０７Ａにおいて、信号処理・制御部１１は、上述のステップＳ１０４の処
理にて取得した画像データに基く各種情報（撮影画像内の人物の顔情報，構図情報等）が
あるか否かの確認を行なう。ここで、各種情報が確認された場合には、次のステップＳ１
０８Ａの処理に進む。また、各種情報が確認されない場合には、ステップＳ１０９Ａの処
理に進む。この確認処理は、図７のステップＳ１０５の処理と略同様の処理である。
【０１６２】
　ステップＳ１０８Ａにおいて、信号処理・制御部１１は、各種情報を無線通信アダプタ
３０を介して第２カメラシステム１Ｂへと送信する情報送信処理を実行する。その後、ス
テップＳ１０９Ａの処理に進む。この情報送信処理は、図７のステップＳ１０９の処理と
略同様の処理である。ただし、この情報送信処理において送信される各種情報データは、
上述の第１の実施形態では、第１カメラシステム１Ａにより取得された複数画像にそれぞ
れ関する複数の各種情報データであるのに対し、本実施形態では直前に取得された一つの
画像データに関する一つの各種情報である点が異なる。
【０１６３】
　つまり、本実施形態においては、第１カメラシステム１Ａは、一回の撮影動作毎にその
都度、直前の撮影動作にて取得した画像データにより得られる各種情報データを第２カメ
ラシステム１Ｂへと送信するようにしている。これにより、着目する撮影対象が撮影の都
度異なるような場合にも、第２カメラシステム１Ｂによって同じ撮影対象を撮影するタイ
ミングを逃してしまうようなこはない。
【０１６４】
　続いて、ステップＳ１０９Ａにおいて、信号処理・制御部１１は、操作判定部６からの
指示信号を監視して撮影動作を終了するための操作が行なわれたか否かの確認を行う。こ
こで、撮影終了操作が確認された場合には、次のステップＳ１３１の処理に進む。また、
撮影終了操作が確認されない場合には、上述のステップＳ１０４の処理に戻り、以降の処
理を繰り返す。この確認処理は、図７のステップＳ１０７の処理と同様の処理である。
【０１６５】
　次にカメラシステムが起動しており、かつ所定の時間、撮影操作が確認されず（図７の
ステップＳ１０３の処理）にステップＳ１１１Ａの処理に進んだ場合、当該カメラシステ
ムは、第２カメラシステム１Ｂであると推定される。
【０１６６】
　この場合には、ステップＳ１１１Ａにおいて、信号処理・制御部１１は、無線通信アダ
プタ３０の無線通信部３４等を監視して、撮影動作中の第１カメラシステム１Ａ側から「
撮影中信号」が受信されているか否かの確認を行う。ここで、「撮影中信号」の受信が確
認された場合には、続いて送信されてくるべき各種情報データ（図９のステップＳ１０８
Ａの処理にて送信されたデータ）も受信されることになる。その後、次のステップＳ１１
３の処理に進む。一方、各種情報の受信が確認されない場合には、ステップＳ１２１の処
理に進む。
【０１６７】
　続くステップＳ１１３，Ｓ１１４の各処理は、上記図７の同ステップと同様である。そ
して、ステップＳ１１５において、信号処理・制御部１１は、撮影動作処理（実際のレリ
ーズ処理）を実行する。その後、ステップＳ１１６に進む。このステップＳ１１６及び次
のステップＳ１１７の各処理は、上記図７と同様である。その後、ステップＳ１３１の処
理に進む。このステップＳ１３１及び次のステップＳ１３２の各処理も、上記図７と同様
である。
【０１６８】
　上述のステップＳ１１１Ａの処理にて各種情報データの受信が確認されずにステップＳ
１２１の処理に進んだ場合には、このステップＳ１２１において、画像データの受信が確
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認されたか否かの確認を行なう。ここで、画像データが受信されない場合には、ステップ
Ｓ１２３の処理に進む。一方、画像データの受信が確認された場合には、ステップＳ１２
２Ａの処理に進む。
【０１６９】
　この場合において、画像データを受信する作用が生じるのは、第１カメラシステム１Ａ
である。つまり、上記ステップＳ１２１の処理にて画像データの受信が確認された場合は
、第１カメラシステム１Ａとして動作していることになる。また、上記ステップＳ１２１
の処理にて画像データの受信が確認されない場合は、第２カメラシステム１Ｂとして動作
していることになる。
【０１７０】
　続いて、第１カメラシステム１Ａとして動作している場合、ステップＳ１２２Ａにおい
て、信号処理・制御部１１は、受信した画像データの記録処理を行うと共に、受信した画
像データを、当該第１カメラシステム１Ａが先に取得済みの画像データに対して関連付け
るファイル関連付け処理を行う。このファイル関連付け処理は、上述の第１の実施形態に
おける図７のステップＳ１２２のファイル接続処理と略同様の処理である。その後、ステ
ップＳ１２３の処理に進む。
【０１７１】
　一方、上記ステップＳ１２１の処理にて、画像データの受信が確認されずにステップＳ
１２３の処理に進むと、このステップＳ１２３において、信号処理・制御部１１は、送信
すべき画像データのうち未送信の画像データが有るか否かの確認を行なう。ここで、未送
信画像データが有る場合としては、例えば上述のステップＳ１１１Ａの処理にて第２カメ
ラシステム１Ｂが「撮影中信号」を受けたことによって、当該第２カメラシステム１Ｂか
ら第１カメラシステム１Ｃに向けて画像データを送信することができなかった場合等が想
定される。
【０１７２】
　したがって、この場合における第２カメラシステム１Ｂの作用としては、上述のステッ
プＳ１１１Ａの処理にて「撮影中信号」の受信がないことが確認された後、ステップＳ１
２１の処理に進み、このステップＳ１２１では、第２カメラシステム１Ｂは画像データを
送信する側であるのでステップＳ１２３に進むことになる。
【０１７３】
　そして、このステップＳ１２３の処理において、未送信画像データが有ることが確認さ
れた場合には、次のステップＳ１２４の処理に進む。
【０１７４】
　ステップＳ１２４において、信号処理・制御部１１は、アダプタ通信部１２を介して無
線通信アダプタ３０を制御して未送信の画像データの送信処理を実行する。ここで、行わ
れる画像送信処理は、第２カメラシステム１Ｂから第１カメラシステム１Ａへ向けての画
像データ送信処理である。その後、ステップＳ１３１の処理に進み、以降、同様の処理を
行なう。
【０１７５】
　一方、上述のステップＳ１２３の処理において、未送信画像データが無い場合には、ス
テップＳ１３１の処理に進む。このステップＳ１３１の処理以降は上述と同様である。
【０１７６】
　なお、ステップＳ１４１～Ｓ１４５の各処理は、上述の第１の実施形態における図７の
再生動作モード時の処理シーケンスと同様である。
【０１７７】
　以上説明したように上記第２の実施形態によれば、上述の第１の実施形態とは異なる状
況下において、撮影条件が異なる場合にも、同様の効果を得ることができる。
【０１７８】
　また、本実施形態においても、各カメラシステム（１Ａ，１Ｂ）を用いて撮影動作を行
なう際に取得される画像データの形態は、静止画像，動画像のいずれでもよい。
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【０１７９】
［第３の実施形態］
　次に、本発明の第３の実施形態について説明する。この第３の実施形態は、上述の第２
の実施形態で説明したのと同様の状況下（例えば学芸会，音楽発表会等の場面を想定）に
おいて、撮影者の操作する撮影機器（第１カメラシステム１Ａ）は静止画撮影を行ない、
据置型の撮影機器（第２カメラシステム１Ｂ）は動画像撮影を行なうようにした場合を想
定している。
【０１８０】
　本実施形態の撮影機器（カメラシステム）の基本的な構成も、上述の第１の実施形態の
撮影機器と全く同様であるものとする。したがって、その構成についての詳細説明は省略
し、本実施形態の撮影機器（カメラシステム）の各構成部材についても、上述の第１の実
施形態で説明したものと同じ符号を用いる。
【０１８１】
　また、本実施形態においても、撮影者の持つカメラシステムを第１カメラシステム１Ａ
といい、他のカメラシステム側を第２カメラシステム１Ｂとして説明を簡略化するが、上
記第１，第２の実施形態と同様に、他のカメラシステム側を複数台設置するようにしても
よい。
【０１８２】
　図１０，図１１は、本発明の第３の実施形態の作用を示す図である。このうち、図１０
は、本実施形態の各撮影機器の動作を時系列に示すタイムチャートと、このタイムチャー
ト中の各動作時において各撮影機器が取得する画像データに基く画像の表示例を示す図で
ある。なお、図１０（Ａ）は第１撮影機器（第１カメラシステム）の動作を時間軸に沿っ
て示すタイムチャートである。図１０（Ｂ）は第２撮影機器（第２カメラシステム）の動
作を時間軸に沿って示すタイムチャートである。図１１は、本実施形態の撮影機器（カメ
ラシステム）の作用を示すフローチャートである。
【０１８３】
　まず、図１０（Ａ）において、任意の地点にある撮影者が第１カメラシステム１Ａを操
作することにより複数の画像［ａ－９］，［ａ－１１］が順次取得されるものとする。こ
こで、画像［ａ－９］は、撮影者が複数の撮影対象のうち特定の人物「Ｃ」に着目して撮
影した結果の画像の表示例である。画像［ａ－１１］は、上述の画像［ａ－９］の撮影後
、同様に撮影者が複数の撮影対象のうち別の特定の人物「Ｂ」に着目して撮影した結果の
画像の表示例である。
【０１８４】
　このように第１カメラシステム１Ａによって複数の静止画像の撮影が行われる場合にお
いて、本実施形態においては、上記第２の実施形態と同様に、各画像［ａ－９］，［ａ－
１１］の撮影動作の都度、各画像に関する各種情報の取得と、その情報送信処理を行なう
ようにしている。
【０１８５】
　所定の位置に据え置かれた第２カメラシステム１Ｂは、通常状態においては、撮影レン
ズの画角設定が比較的広い範囲を撮影し得る設定とされている。具体的には、例えば学芸
会，音楽発表会等の場面を想定する場合、舞台全体が一画面で撮影し得るような設定であ
る。
【０１８６】
　そして、本実施形態においては、第２カメラシステム１Ｂは、通常は動画像撮影を連続
的に行なっており、その動画像撮影中において、第１カメラシステム１Ａから送信されて
くる各種情報を受信した時には、その受信された各種情報に基いて特定される撮影対象に
対してズームアップ動作等の画角制御が行なわれるようになっている。なお、受信した各
種情報に基くズームアップ動作は、所定の時間が経過した後は、ズームダウン動作が行な
われて通常の全体撮影を行なうようになっている。
【０１８７】
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　これにより、第２カメラシステム１Ｂが取得する動画像は、図１０の画像［ｂ－８］，
［ｂ－９］，［ｂ－１０］，［ｂ－１１］，［ｂ－１２］等のようなものとなる。なお、
第２カメラシステム１Ｂにより取得される画像データは、上述したように動画像データで
ある。したがって、図１０において静止画像を用いて示される各画像［ｂ－８］，［ｂ－
９］，［ｂ－１０］，［ｂ－１１］，［ｂ－１２］は、例えば動画像を表わす複数の画像
の一つを取り出して静止画として示すイメージ図である。
【０１８８】
　ここで、画像［ｂ－８］，［ｂ－１０］，［ｂ－１２］は、第２カメラシステム１Ｂが
据え置かれた位置から全体を見た場合のイメージを示すものである。
【０１８９】
　画像［ｂ－９］は、第１カメラシステム１Ａによる画像［ａ－９］に対応し、第２カメ
ラシステム１Ｂがある据置地点から特定人物「Ｃ」に着目してズームアップ動作を行なっ
た場合の一表示例である。この状態が所定時間（例えば五秒前後）継続された後、画像［
ｂ－１０］の全体画像にズームダウンされるわけである。
【０１９０】
　同様に、画像［ｂ－１１］は、第１カメラシステム１Ａによる画像［ａ－１１］に対応
し、第２カメラシステム１Ｂがある据置地点から特定人物「Ｂ」に着目してズームアップ
動作させた画像の一表示例である。その後、所定時間継続後に、この状態からズームダウ
ンされて画像［ｂ－１２］の全体画像となる。
【０１９１】
　なお、こうして得られた動画像データに対しては、第１カメラシステム１Ａから送信さ
れた顔情報，構図情報等の各種情報等に基づいて静止画像を取り出し、その静止画像につ
いてのトリミング処理等を施すようにしてもよい。これによって、所望の被写体の静止画
像について、第１カメラシステム１Ａを撮影操作することで取得される静止画像に加えて
、当該画像と同一の撮影対象について視点の異なる静止画像を、第２カメラシステム１Ｂ
が取得した動画像データから生成することも可能である。
【０１９２】
　次に、本実施形態のカメラシステム１（撮影機器）を複数用いて撮影を行う撮影システ
ムの作用の流れは、図１１に示すフローチャートのようになる。なお、以下の説明では、
上述の第１の実施形態と同じ処理ステップについては同じステップ番号を附して、その説
明は省略し、異なる処理ステップについてのみ詳述する。
【０１９３】
　図１１において、ステップＳ１０１～Ｓ１０４の各処理は、上述の第１の実施形態にお
ける図７と同様である。
【０１９４】
　ステップＳ１０４において、第１カメラシステム１Ａは、通常の撮影処理を開始した後
、次のステップＳ１０５Ｂの処理に進む。すると、このステップＳ１０５Ｂにおいて、信
号処理・制御部１１は、第２カメラシステム１Ｂとの間で無線通信を行なって、該第２カ
メラシステム１Ｂが電源オン状態にあるか否かの確認を行なう。この確認処理の結果は、
第１カメラシステム１Ａが、撮影動作によって取得した画像データに関する各種情報を第
２カメラシステム１Ｂに向けて送信処理を行なうか否かの判断に利用される。即ち、ここ
で、第２カメラシステム１Ｂが電源オン状態に有ることが確認された場合には、次のステ
ップＳ１０６Ｂの処理に進む。また、第２カメラシステム１Ｂが電源オン状態にない場合
には、ステップＳ１３１の処理に進む。
【０１９５】
　次に、ステップＳ１０６Ｂにおいて、信号処理・制御部１１は、上述のステップＳ１０
４の処理にて取得した画像データに基く各種情報（撮影画像内の人物の顔情報，構図情報
等）があるか否かの確認を行なう。ここで、各種情報が確認された場合には、次のステッ
プＳ１０７Ｂの処理に進む。また、各種情報が確認されない場合には、ステップＳ１３１
の処理に進む。この確認処理は、図７のステップＳ１０５，図９のステップＳ１０７Ａの
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各処理と略同様の処理である。
【０１９６】
　ステップＳ１０７Ｂにおいて、信号処理・制御部１１は、各種情報を無線通信アダプタ
３０を介して第２カメラシステム１Ｂへと送信する情報送信処理を実行する。この情報送
信処理は、図７のステップＳ１０９，図９のステップＳ１０８Ａの各処理と略同様の処理
である。なお、この情報送信処理において送信される各種情報データは、上述の第２の実
施形態と同様に、直前に取得された一つの画像データに関する一つの各種情報である。
【０１９７】
　本実施形態においても、上述の第２の実施形態と同様に、第１カメラシステム１Ａは、
一回の撮影動作毎にその都度、直前の撮影動作にて取得した画像データにより得られる各
種情報データを第２カメラシステム１Ｂへと送信するようにしている。
【０１９８】
　その後、ステップＳ１３１の処理に進む。ステップＳ１３１の処理以降は上述の第１の
実施形態と略同様である。
【０１９９】
　次に、ステップＳ１１１Ｂの処理以降の処理シーケンスによって、第２カメラシステム
１Ｂ側の作用を以下に説明する。
【０２００】
　ステップＳ１１１Ｂにおいて、第２カメラシステム１Ｂの信号処理・制御部１１は、操
作判定部６からの指示信号を監視して、電源をオンオフさせるための操作が行なわれたか
否かの確認行う。ここで、オンオフ操作が確認された場合には、ステップＳ１２１Ｂの処
理に進む。
【０２０１】
　ステップＳ１２１Ｂにおいて、信号処理・制御部１１は、第１カメラシステム１Ａとの
間で無線通信を行なって、オンオフ制御信号を第１カメラシステム１Ａに向けて送信する
。その後、ステップＳ１３１の処理に進む。
【０２０２】
　この場合の状況を詳述すると、次のようになる。即ち、上述のステップＳ１１１Ｂの処
理にて、第２カメラシステム１Ｂのオンオフ操作が確認された場合には、その操作によっ
てオン信号若しくはオフ信号が発生する。
【０２０３】
このとき、例えばオン信号が発生した場合には、次のような処理の流れになる。まず、ス
テップＳ１２１Ｂの処理にてオン制御信号が送信される。その後、ステップＳ１３１の処
理を経てステップＳ１０１の処理に戻る。さらに、ステップＳ１０１，Ｓ１０２の処理を
経て、ステップＳ１０３の処理に至る。
【０２０４】
　ここでは、据え置きの第２カメラシステム１Ｂの作用を考えているので、当該ステップ
Ｓ１０３の処理時点では撮影者による撮影操作は行なわれないものとする。したがって、
ステップＳ１０３の処理ではステップＳ１１１Ｂの処理に進むことになる。
【０２０５】
　そして、ステップＳ１１１Ｂの処理において、再度オンオフ操作の確認がなされるが、
すでにオン操作がなされているので、今回のステップＳ１１１Ｂの処理ではステップＳ１
１２Ｂの処理に進む。
【０２０６】
　一方、上述のステップＳ１１１Ｂの処理におけるオンオフ操作によって、例えばオフ信
号が発生した場合には、次のような処理の流れとなる。まず、ステップＳ１２１Ｂの処理
にてオフ制御信号が送信される。その後、ステップＳ１３１の処理にて電源オフ操作が確
認された後、ステップＳ１３２の電源オフ処理が行なわれて、一連の処理シーケンスを終
了する。
【０２０７】
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　他方、上記ステップＳ１１１Ｂの処理にて、オンオフ操作が確認されなかった場合には
、ステップＳ１１２Ｂの処理に進む。
【０２０８】
　この場合においては、例えば上述のステップＳ１０５Ｂの処理にて当該第２カメラシス
テム１Ｂはオン状態に有ることが、第１カメラシステム１Ａにおいては確認されている。
したがって、この時点においても、そのオン状態が維持されているものと考えられるので
、そのまま、次のステップＳ１１２Ｂの処理へと移行する。
【０２０９】
　ステップＳ１１２Ｂにおいて、信号処理・制御部１１は、オンオフ信号が受信されたか
否かの確認を行なう。この場合のオンオフ信号は、第１カメラシステム１Ａ側から送信さ
れるオンオフ制御信号である。つまり、第１カメラシステム１Ａは、第２カメラシステム
１Ｂとの間で行われる無線通信を利用して、第２カメラシステム１Ｂのオンオフ制御等の
遠隔操作をも行なうことができるように構成されている。
【０２１０】
　ここで、オンオフ信号の受信が確認された場合には、ステップＳ１２２Ｂの処理に進む
。また、オンオフ信号の受信が確認されない場合には、ステップＳ１１３Ｂの処理に進む
。
【０２１１】
　ステップＳ１２２Ｂにおいて、信号処理・制御部１１は、上述のステップＳ１２３Ｂの
処理にて第１カメラシステム１Ａから受信したオンオフ信号に応じて第２カメラシステム
１Ｂのオンオフ制御を行なう。その後、ステップＳ１２３Ｂに進む。
【０２１２】
　ステップＳ１２３Ｂにおいて、信号処理・制御部１１は、上述のステップＳ１２２Ｂの
処理にて行なわれたオンオフ制御が、例えばオン制御である場合には、当該処理ステップ
にて、当該第２カメラシステムのオン状態を示す所定の状態信号を第１カメラシステム１
Ａに向けて発信する処理を行なう（このオン状態信号は、上記ステップＳ１０５Ｂの処理
にて第１カメラシステム１Ａにより受信される）。これと同時に、第２カメラシステム１
Ｂは、信号処理・制御部１１の制御下において起動され、撮影動作を行ない得る撮影待機
状態、即ち撮像部２，表示部８等が制御されて、ライブビュー画像表示処理等の制御が実
行される。その後、ステップＳ１３１の処理に進む。
【０２１３】
　上述のステップＳ１１２Ｂの処理において、オンオフ信号の受信が確認されない場合に
は、ステップＳ１１３Ｂの処理に進む。
【０２１４】
　ここで、上述のステップＳ１１２Ｂの処理にてオンオフ信号が受信されない場合とは、
第１カメラシステム１Ａによる遠隔操作が行なわれていないということである。この場合
には、第１カメラシステム１Ａは、上記ステップＳ１０７Ｂの処理による各種の撮影情報
の送信を行なわない。したがって、第２カメラシステム１Ｂは、後述するステップＳ１１
３Ｂの処理において各種の撮影情報の受信もないので、当該第２カメラシステム１Ｂは、
第１カメラシステム１Ａとの連繋をすることなく、ステップＳ１３１の処理へと進むこと
になる。
【０２１５】
　上述のステップＳ１１２Ｂの処理にてオンオフ信号の受信が確認されずにステップＳ１
１３Ｂに進むと、このステップＳ１１３Ｂにおいて、信号処理・制御部１１は、各種の撮
影情報が受信されたか否かの確認を行なう。ここで受信される各種の撮影情報とは、上述
のステップＳ１０７Ｂの処理により第１カメラシステム１Ａが送信する各種の撮影情報で
ある。ここで、各種の撮影情報の受信が確認された場合には、次のステップＳ１１４Ｂの
処理に進む。また、各種の撮影情報の受信が確認されない場合には、次のステップＳ１３
１の処理に進む。
【０２１６】
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　ステップＳ１１４Ｂにおいて、信号処理・制御部１１は、第２カメラシステム１Ｂによ
り取得される画像が、受信された各種情報に合致する類似画像が有るか否かの確認を行う
。ここで、類似画像が有ることが確認されると、ステップＳ１１５Ｂの処理に進む。類似
画像が無い場合には、ステップＳ１３１の処理に進む。
【０２１７】
　ステップＳ１１５Ｂにおいて、信号処理・制御部１１は、レンズ通信部１４を介して撮
影レンズユニット２０を制御して各種情報に応じたズームアップ制御処理を実行する。そ
して、次のステップＳ１１６Ｂにおいて、所定時間が経過するまでズームアップ状態を維
持し、所定時間が経過したらステップＳ１１７Ｂに進む。続いてステップＳ１１７Ｂにお
いて、ズームダウン制御処理を実行して元の全体撮影状態に戻した後、ステップＳ１３１
の処理に進む。
【０２１８】
　なお、再生動作モード時の処理シーケンスは、上述の第１の実施形態と同様であるので
、本実施形態における再生動作モードの図示及び説明は省略する。
【０２１９】
　以上説明したように上記第３の実施形態によれば、安定した状態で据え置かれた第２カ
メラシステム１Ｂを用いて精度の高い動画像データを取得することができると共に、撮影
者は自由に動いて興味の赴くままに、複数の撮影対象のなかから特定の撮影対象を任意に
選択し所望の静止画像を得ることができる。
【０２２０】
　また、撮影者が第１カメラシステム１Ａを用いて実際に撮影した撮影対象に関する各種
情報を、第２カメラシステム１Ｂへと送信することにより、当該各種情報をカメラシステ
ム間で共有するようにしている。これにより、第２カメラシステム１Ｂの側では、動画像
撮影中に受信した各種情報に応じて特定の撮影対象に対するズームミング動作を、操作者
が操作することなく行なうようにしている。したがって、第２カメラシステム１Ｂは、操
作者が操作せずに据え置いた状態であっても、撮影者の意図に応じて撮影画角を様々に変
化させる制御が自動的に行われることになる。このようにして第２カメラシステム１Ｂに
よって取得される動画像データは、変化に富んだ動画像とすることができる。
【０２２１】
　さらに、第２カメラシステム１Ｂでは、受信した各種情報と撮影により取得した動画像
データとに基いて、第１カメラシステム１Ａで取得された静止画像と同一の撮影対象につ
いての別の視点からの静止画像を、トリミング処理等の信号処理を行うことにより生成す
ることも可能である。
【０２２２】
［第４の実施形態］
　ところで、上述の第１，第２，第３の各実施形態においては、撮影者が保持する第１カ
メラシステムと連繋する他のカメラシステムとしての第２，第３カメラシステムの形態と
しては、三脚等を用いて据え置いた形態のものを想定して説明してある。
【０２２３】
　しかしながら、他のカメラシステムの形態としては、この例に限ることはなく、例えば
次に示すような形態としてもよい。
【０２２４】
　図１２は、本発明の第４の実施形態の撮影機器を示す概略図である。本実施形態の撮影
機器であるカメラシステムの基本的な構成は、上述の各実施形態の撮影機器と略同様であ
るが、本実施形態においては、撮影者が操作しない側の他のカメラシステムの構成が多少
異なる。したがって、以下の説明では、構成が異なる部分のみを説明するにとどめ、同様
となる構成の詳細説明は省略し、上述の各実施形態で説明したものと同じ符号を用いて説
明する。なお、本実施形態の撮影機器を用いて撮影を行なう際の作用については、上述の
各実施形態のいずれも適用し得るので、説明は省略する。
【０２２５】
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　本実施形態は、上述の各実施形態と同様に、撮影者が操作する第１カメラシステム（１
Ａ）と、三脚等に固定される第２カメラシステム（１Ｄ）とを連繋させて使用する形態を
想定している。
【０２２６】
　第１カメラシステム１Ａは、図１２に示すように、カメラユニット１０と、（撮影レン
ズユニット２０；不図示）と無線通信アダプタ３０とを組み合わせて構成される撮影機器
である。
【０２２７】
　第２カメラシステム１Ｄは、同様に、カメラユニット１０と、撮影レンズユニット２０
と、レンズ付き無線通信アダプタ３０Ａとを組み合わせて構成される撮影機器である。
【０２２８】
　レンズ付き無線通信アダプタ３０Ａは、上述の無線通信アダプタ３０と全く同様の機能
を実現する構成を備え、さらにサブカメラ機能を搭載して構成される拡張アダプタである
。
【０２２９】
　ここで、サブカメラ機能を実現する主要構成部材としては、光学像を結像させる撮影レ
ンズと、この撮影レンズにより結像される光学像を電気的な画像データとして取得し得る
撮像機能を備えた撮像部とがある。この撮像部により得られた画像データは、アダプタ側
電気接点３０ｃ，電気接点１０ｃを介してカメラユニット１０へと送られるようになって
いる。これを受けたカメラユニット１０の側では、この画像データに基いてライブビュー
画像表示をおこなうことができるようになっている。
【０２３０】
　なお、上記撮影レンズとしては、例えば撮影画角約３６０度に設定され、全周囲を撮影
範囲としてカバーし得るように構成される全方位レンズが適用されているものとする。
【０２３１】
　このように構成される第２カメラシステム１Ｄは、図１２に示す矢印Ｒ方向に沿って任
意に回動し得るように構成された可動三脚４０に載置され固定されている。この可動三脚
４０は、レンズ付き無線通信アダプタ３０Ａにより受信される各種情報に基いてカメラユ
ニット１０の制御部により駆動制御されるようになっている。
【０２３２】
　このような構成とすることにより、第２カメラシステム１Ｄは、レンズ付き無線通信ア
ダプタ３０Ａのカメラ機能によって取得された画像データを、モニター用画像データとし
て表示部８に表示させることができるようになっている。これと同時に、この第２カメラ
システム１Ｂは、カメラユニット１０側に設けられる撮像部２を用いて、撮影動作が行わ
れるようになっている。なお、このとき撮像部２の受光面に結像する光学像は、撮影レン
ズユニット２０によって形成されたものである。
【０２３３】
　以上の構成からなる本実施形態においては、撮影者が第１カメラシステム１Ａを用いて
任意に撮影動作を行なうと、それによって取得された画像データから関連する各種の撮影
情報が取得される。そして、第１カメラシステム１Ａにより取得された各種の情報は、第
２カメラシステム１Ｄへと送信される。
【０２３４】
　一方、第２カメラシステム１Ｄでは、レンズ付き無線通信アダプタ３０Ａのカメラ機能
を用いて取得した画像データに基くモニター用画像（全周画像）が表示された状態となっ
ている。このとき、第１カメラシステム１Ａからの各種情報が受信されると、その各種情
報に基いて上記モニター用画像データが参照されて、類似画像の有無が確認される。
【０２３５】
　そして、受信された各種情報に応じた類似画像が有る場合には、可動三脚４０が駆動制
御されて、第２カメラシステム１Ｄの撮影レンズユニット２０が当該類似画像と一致する
方向に向けられる。そして、カメラユニット１０の撮像部２等が駆動制御されて撮影動作
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処理が実行される。
【０２３６】
　このようにして、本実施形態においても、第１カメラシステム１Ａと第２カメラシステ
ム１Ｄとを連繋させた撮影を行なうことができる。
【０２３７】
　本実施形態においては、さらに、全方位レンズを備えたレンズ付き無線通信アダプタ３
０Ａと、可動三脚４０を適用することにより、より自由度の高い連携撮影を行うことが可
能である。
【０２３８】
　なお、本発明は上述した実施形態に限定されるものではなく、発明の主旨を逸脱しない
範囲内において種々の変形や応用を実施し得ることが可能であることは勿論である。さら
に、上記実施形態には、種々の段階の発明が含まれており、開示される複数の構成要件に
おける適宜な組み合わせによって、種々の発明が抽出され得る。例えば、上記一実施形態
に示される全構成要件から幾つかの構成要件が削除されても、発明が解決しようとする課
題が解決でき、発明の効果が得られる場合には、この構成要件が削除された構成が発明と
して抽出され得る。
【産業上の利用可能性】
【０２３９】
　本発明は、デジタルカメラ等の撮影機能に特化した電子機器としての撮影機器の形態に
限られることはなく、撮影機能を備えた他の形態の電子機器、例えば携帯電話，録音機器
，電子手帳，パーソナルコンピュータ，ゲーム機器，テレビ，時計，ＧＰＳ（Global Pos
itioning System）を利用したナビゲーション機器等、各種の電子機器にも適用すること
ができる。
【符号の説明】
【０２４０】
１（１Ａ，１Ｂ，１Ｃ，１Ｄ）……カメラシステム
２……撮像部
４……記録部
６……操作判定部
６ａ……シャッターレリーズボタン
８……表示部
８ａ……表示画面
１０……カメラユニット
１０ａ……カメラ本体
１０ｂ……アクセサリーシュー
１０ｃ……カメラ側電気接点
１１……信号処理・制御部
１１ｂ……顔検出部
１１ｃ……条件判定部
１１ｄ……条件設定部
１１ｅ……トリミング部
１２……アダプタ通信部
１４……レンズ通信部
２０……撮影レンズユニット
２１……レンズ部
２２……レンズ側通信部
２３……レンズ駆動制御部
３０……無線通信アダプタ
３０Ａ……レンズ付き無線通信アダプタ
３０ｃ……アダプタ側電気接点
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３１……アダプタ制御部
３２……アダプタ側通信部
３４……無線通信部
４０……可動三脚

【図１】

【図２】

【図３】
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