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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　撮影制御方法であって、
　第１デバイスが、画像取得命令を第２デバイスに発送し、前記画像取得命令は、前記第
２デバイスがカメラを起動することを指示することに用いられるステップと、
　前記第２デバイスが、前記画像取得命令を受信するとともに、前記画像取得命令を受信
する時に、前記第２デバイスのディスプレイスクリーンが、前記画像取得命令を受信する
前の表示状態を保持するステップと、
　前記第２デバイスが、前記画像取得命令に従ってカメラを起動し、且つリアルタイム動
的画像情報を第１デバイスに発送し、前記リアルタイム動的画像情報は、前記第２デバイ
スが前記カメラで採集する画像情報であるステップと、
　前記第１デバイスは、前記リアルタイム動的画像情報を受信するステップと、
　前記第１デバイスが、ユーザが入力する撮影命令を受信するステップと、
　前記第１デバイスが、前記撮影命令及び前記リアルタイム動的画像情報により、目標フ
ァイルを生成し、前記目標ファイルは目標画像又は目標ビデオを含むステップと、
　を含むことを特徴とする撮影制御方法。
【請求項２】
　前記撮影命令が写真撮影命令である場合、前記第１デバイスが前記撮影命令及び前記リ
アルタイム動的画像情報により目標ファイルを生成するステップは、
　前記第１デバイスが前記写真撮影命令を受信する時刻に、前記リアルタイム動的画像情
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報が指示する現在の画像を取得するステップと、
　取得された前記現在の画像により、前記目標ファイルを生成し、前記目標ファイルが前
記目標画像であるステップと、
　を含むことを特徴とする請求項１に記載の撮影制御方法。
【請求項３】
　前記撮影命令がビデオ撮影命令である場合、前記第１デバイスは前記撮影命令及び前記
リアルタイム動的画像情報により目標ファイルを生成するステップは、
　前記第１デバイスが前記ビデオ撮影命令に従って、前記ビデオ撮影命令を受信する時刻
を開始時刻に設定し、撮影停止命令を受信する時刻を停止時刻に設定し、前記開始時刻か
ら前記停止時刻まで、前記リアルタイム動的画像情報を取得し続けるステップと、
　取得し続けた前記リアルタイム動的画像情報が指示する画像により、目標ファイルを生
成し、前記目標ファイルは目標ビデオであるステップと、
　を含むことを特徴とする請求項１に記載の撮影制御方法。
【請求項４】
　前記撮影制御方法は、更に
　前記第１デバイスが、前記第２デバイスと無線接続を確立するステップと、
　前記第１デバイスが、前記無線接続により、制御請求を第２デバイスに発送するステッ
プと、
　前記第２デバイスが前記制御請求に対して返信する同意命令を受信する場合、前記第２
デバイスの標識をデバイスリストに添加するステップと、
　を含み、
　前記第１デバイスが、画像取得命令を第２デバイスに発送するステップは、
　前記第１デバイスが、ユーザが前記デバイスリストに入力する選択命令を受信するステ
ップと、
　前記第１デバイスが、前記選択命令が指定する前記第２デバイスに前記画像取得命令を
発送するステップと、
　を含む、ことを特徴とする請求項１に記載の撮影制御方法。
【請求項５】
　前記第１デバイスが、前記撮影命令を前記第２デバイスに発送し、前記撮影命令は、前
記第２デバイスが前記カメラで採集した前記リアルタイム動的画像情報により、目標ファ
イルを生成するように指示することに用いられ、前記目標ファイルは、目標画像又は目標
ビデオを含むステップを更に含む、
　ことを特徴とする請求項１に記載の撮影制御方法。
【請求項６】
　撮影制御方法であって、
　第２デバイスが、第１デバイスが発送する画像取得命令を受信するとともに、前記画像
取得命令を受信する時に、前記第２デバイスのディスプレイスクリーンが、前記画像取得
命令を受信する前の表示状態を保持するステップと、
　前記第２デバイスが、前記画像取得命令に従ってカメラを起動し、且つリアルタイム動
的画像情報を第１デバイスに発送し、前記リアルタイム動的画像情報は、前記第２デバイ
スが前記カメラで採集する画像情報であるステップと、
　を含むことを特徴とする撮影制御方法。
【請求項７】
　前記撮影制御方法は、
　前記第２デバイスが、前記第１デバイスと無線接続を確立するステップと、
　前記第２デバイスが、前記無線接続により、第１デバイスが発送する制御請求を受信す
るステップと、
　ユーザが前記制御請求に対して入力する同意命令を受信する場合、前記第１デバイスに
前記同意命令を返信し、前記同意命令は、前記第１デバイスが前記第２デバイスの標識を
デバイスリストに添加するように指示することに用いられるステップと、
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　を更に含むことを特徴とする請求項６に記載の撮影制御方法。
【請求項８】
　前記撮影制御方法は、
　前記第２デバイスが、前記第１デバイスが発送する撮影命令を受信するステップと、
　前記第２デバイスが、前記撮影命令及び前記カメラで採集した前記リアルタイム動的画
像情報により、目標ファイルを生成し、前記目標ファイルは、目標画像又は目標ビデオを
含むステップと、
　を更に含むことを特徴とする請求項６に記載の撮影制御方法。
【請求項９】
　第２デバイスがカメラを起動することを指示することに用いられる画像取得命令を第２
デバイスに発送するように構成される、第１デバイスに適用される取得命令発送モジュー
ルと、
前記取得命令発送モジュールが発送した前記画像取得命令を受信するとともに、前記画像
取得命令を受信する時に、前記第２デバイスのディスプレイスクリーンが前記画像取得命
令を受信する前の表示状態を保持するように構成される、第2デバイスに適用される取得
命令受信モジュールと、
　前記取得命令受信モジュールが受信した前記画像取得命令によりカメラを起動し、且つ
前記第２デバイスが前記カメラで採集した画像情報であるリアルタイム動的画像情報を前
記第１デバイスに発送するように構成される、第2デバイスに適用されるリアルタイム画
像発送モジュールと、
前記リアルタイム画像発送モジュールが発送する前記リアルタイム動的画像情報を受信す
るように構成される、第１デバイスに適用されるリアルタイム画像受信モジュールと、
　ユーザが入力する撮影命令を受信するように構成される、第１デバイスに適用されるユ
ーザ命令受信モジュールと、
　前記ユーザ命令受信モジュールが受信した撮影命令及び前記リアルタイム画像受信モジ
ュールが受信したリアルタイム動的画像情報により、目標画像又は目標ビデオを含む目標
ファイルを生成するように構成される、第１デバイスに適用される第１ファイル生成モジ
ュールと、
　を備えることを特徴とする撮影制御装置。
【請求項１０】
　前記第１ファイル生成モジュールは、
　前記ユーザ命令受信モジュールが写真撮影命令を受信する時刻に、前記リアルタイム画
像受信モジュールが受信した前記リアルタイム動的画像情報が指示する現在の画像を取得
するように構成される、第１取得サブモジュールと、
　前記第１取得サブモジュールが取得した前記現在の画像により、前記目標画像である前
記目標ファイルを生成するように構成される、画像生成サブモジュールと、
　を備えることを特徴とする請求項９に記載の撮影制御装置。
【請求項１１】
　前記第１ファイル生成モジュールは、
　前記ユーザ命令受信モジュールが受信したビデオ撮影命令により、前記ビデオ撮影命令
を受信する時刻を開始時刻に設定し、撮影停止命令を受信する時刻を停止時刻に設定し、
前記開始時刻から前記停止時刻まで、前記リアルタイム動的画像情報を取得し続けるよう
に構成される、第２取得サブモジュールと、
　前記第２取得サブモジュールが取得し続けた前記リアルタイム動的画像情報が指示する
画像により、前記目標ビデオである前記目標ファイルを生成するように構成される、ビデ
オ生成サブモジュールと、
　を備えることを特徴とする請求項９に記載の撮影制御装置。
【請求項１２】
　前記撮影制御装置は、
　前記第２デバイスと無線接続を確立するように構成される、第１デバイスに適用される



(4) JP 6314290 B2 2018.4.18

10

20

30

40

50

第１確立モジュールと、
　前記第１確立モジュールが確立した無線接続により、制御請求を前記第２デバイスに発
送するように構成される、第１デバイスに適用される制御請求発送モジュールと、
　前記制御請求発送モジュールが発送した前記制御請求に対して返信する前記第２デバイ
スの同意命令を受信する時に、前記第２デバイスの標識をデバイスリストに添加するよう
に構成される、第１デバイスに適用される標識添加モジュールと、
　を更に含み、
　前記取得命令発送モジュールは、
　ユーザが、前記標識添加モジュールで添加した前記デバイスリストに入力する選択命令
を受信するように構成される、選択受信サブモジュールと、
　前記選択受信サブモジュールが受信した前記選択命令が指定した前記第２デバイスに前
記画像取得命令を発送するように構成される、命令発送サブモジュールと、
　を備える、ことを特徴とする請求項９に記載の撮影制御装置。
【請求項１３】
　前記撮影制御装置は、第１デバイスに適用される撮影命令発送モジュールを更に含み、
　前記撮影命令発送モジュールは、前記ユーザ命令受信モジュールが受信した前記撮影命
令を前記第２デバイスに発送し、前記撮影命令が、前記カメラで採集した前記リアルタイ
ム動的画像情報により、目標画像又は目標ビデオを含む目標ファイルを生成するように前
記第２デバイスを指示することに用いられる、ように構成される、ことを特徴とする請求
項９に記載の撮影制御装置。
【請求項１４】
　第２デバイスに用いられる撮影制御装置であって、
　第１デバイスが発送する画像取得命令を受信するとともに、前記画像取得命令を受信す
る時に、前記第２デバイスのディスプレイスクリーンが前記画像取得命令を受信する前の
表示状態を保持するように構成される、取得命令受信モジュールと、
　前記取得命令受信モジュールが受信した前記画像取得命令によりカメラを起動し、且つ
前記第２デバイスが前記カメラで採集した画像情報であるリアルタイム動的画像情報を前
記第１デバイスに発送するように構成される、リアルタイム画像発送モジュールと、
　を備えることを特徴とする撮影制御装置。
【請求項１５】
　前記第１デバイスと無線接続を確立するように構成される、第２確立モジュールと、
　前記第２確立モジュールが確立した前記無線接続により、前記第１デバイスが発送する
制御請求を受信するように構成される、制御請求受信モジュールと、
　ユーザが、前記制御請求受信モジュールが受信した前記制御請求に対して入力する同意
命令を受信する場合、前記同意命令を前記第１デバイスに返信し、前記同意命令は、前記
第１デバイスが前記第２デバイスの標識をデバイスリストに添加するように指示すること
に用いられるように構成される、同意命令返信モジュールと、
　を更に備えることを特徴とする請求項１４に記載の撮影制御装置。
【請求項１６】
　前記第１デバイスが発送する撮影命令を受信するように構成される、撮影命令受信モジ
ュールと、
　前記撮影命令受信モジュールが受信する前記撮影命令及び前記カメラで採集した前記リ
アルタイム動的画像情報により、目標画像又は目標ビデオを含む目標ファイルを生成する
ように構成される、第２ファイル生成モジュールと、
　を更に備えることを特徴とする請求項１４に記載の撮影制御装置。
【請求項１７】
　撮影制御装置であって、
　プロセッサと、
　プロセッサ実行可能命令を記憶することに用いられるメモリと、を備え、
　前記プロセッサは、



(5) JP 6314290 B2 2018.4.18

10

20

30

40

50

　第１デバイスが、第２デバイスがカメラを起動するように指示することに用いられる画
像取得命令を、前記第２デバイスに発送し、
　前記第２デバイスが、前記画像取得命令を受信するとともに、前記画像取得命令を受信
する時に、前記第２デバイスのディスプレイスクリーンが、前記画像取得命令を受信する
前の表示状態を保持し、
　前記第２デバイスが、前記画像取得命令に従ってカメラを起動し、且つリアルタイム動
的画像情報を第１デバイスに発送し、前記リアルタイム動的画像情報は、前記第２デバイ
スが前記カメラで採集する画像情報であり、
前記第１デバイスが前記リアルタイム動的画像情報を取得し、
　前記第１デバイスがユーザが入力する撮影命令を受信し、
　前記第１デバイスが前記撮影命令及び前記リアルタイム動的画像情報により、目標画像
又は目標ビデオを含む目標ファイルを生成する、
　ように構成されることを特徴とする撮影制御装置。
【請求項１８】
　撮影制御装置であって、
　プロセッサと、
　プロセッサ実行可能命令を記憶することに用いられるメモリと、
　を備え、
　前記プロセッサは、
　第２デバイスが、第１デバイスが発送する画像取得命令を受信するとともに、前記画像
取得命令を受信する時に、前記第２デバイスのディスプレイスクリーンが、前記画像取得
命令を受信する前の表示状態を保持し、
　前記第２デバイスが、前記画像取得命令に従ってカメラを起動し、且つ前記第２デバイ
スが前記カメラで採集した画像情報であるリアルタイム動的画像情報を前記第１デバイス
に発送する、
　ように構成されることを特徴とする撮影制御装置。
【請求項１９】
　プログラムであって、
　プロセッサ－に実行されることにより、請求項１－８の何れか１項に記載の撮影制御方
法を実現し、コンピュータ可読記録媒体に記録されている、ことを特徴とするプログラム
。
【請求項２０】
　記録媒体であって、
　請求項１９に記載のプログラムが記録されていることを特徴とするコンピュータ可読記
録媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、端末の技術分野に関し、特に撮影制御方法、装置、プログラム、及び記録媒
体に関する。
【背景技術】
【０００２】
　科学技術の急速な発展に伴い、益々多くのスマートデバイス、例えば、スマートフォン
、スマートウオッチ、スマートメガネ等が人々の生活に入って行った。通常、これらのス
マートデバイスのいずれにもカメラ機能を組み込まれ、ユーザが手動操作でスマートデバ
イスを制御して、写真撮影、ビデオ撮影を行うことができる。例えば、ユーザがカメラア
イコン又は所定の物理的なボタンをクリックして、カメラを起動することにより、画像情
報の採集を行い、その後、写真撮影を行う際に、写真撮影アイコン又は写真撮影に用いる
物理的なボタンをクリックして写真撮影を行い、ビデオ撮影を行う際に、ビデオ撮影アイ
コン又はビデオ撮影に用いる物理的なボタンをクリックしてビデオ撮影を開始し、また、
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ユーザが撮像アイコン又は撮像に用いる物理的なボタンを再度クリックしてビデオの撮影
を停止することができる。
【発明の概要】
【０００３】
　関連技術に存在する問題を解決するために、本発明は撮影制御方法、装置、プログラム
、及び記録媒体を提供する。
【０００４】
　本発明の実施例の第１の態様によれば、撮影制御方法であって、
　第１デバイスが、画像取得命令を第２デバイスに発送し、前記画像取得命令は、前記第
２デバイスがカメラを起動することを指示することに用いられるステップと、
　前記第１デバイスは、前記第２デバイスが前記画像取得命令に従って発送するリアルタ
イム動的画像情報を受信し、前記リアルタイム動的画像情報は、前記第２デバイスがカメ
ラで採集する画像情報であるステップと、
　前記第１デバイスが、ユーザが入力する撮影命令を受信するステップと、
　前記第１デバイスが、前記撮影命令及び前記リアルタイム動的画像情報により、目標フ
ァイルを生成し、前記目標ファイルは目標画像又は目標ビデオを含むステップと、
　を含む。
【０００５】
　選択的に、前記撮影命令が写真撮影命令である場合、前記第１デバイスは前記撮影命令
及び前記リアルタイム動的画像情報により目標ファイルを生成するステップは、
　前記第１デバイスが前記写真撮影命令を受信する時刻に、前記リアルタイム動的画像情
報が指示する現在の画像を取得するステップと、
　取得された前記現在の画像により、前記目標ファイルを生成し、前記目標ファイルが前
記目標画像であるステップと、
　を含む。
【０００６】
　選択的に、前記撮影命令がビデオ撮影命令である場合、前記第１デバイスは前記撮影命
令及び前記リアルタイム動的画像情報により目標ファイルを生成するステップは、
　前記第１デバイスが前記ビデオ撮影命令に従って、前記ビデオ撮影命令を受信する時刻
を開始時刻に設定し、撮影停止命令を受信する時刻を停止時刻に設定し、前記開始時刻か
ら前記停止時刻まで、前記リアルタイム動的画像情報を取得し続けるステップと、
　取得し続けた前記リアルタイム動的画像情報が指示する画像により、目標ファイルを生
成し、前記目標ファイルは目標ビデオであるステップと、
　を含む。
【０００７】
　選択的に、前記撮影制御方法は、更に
　前記第１デバイスが、前記第２デバイスと無線接続を確立するステップと、
　前記第１デバイスが、前記無線接続により、制御請求を第２デバイスに発送するステッ
プと、
　前記第２デバイスが前記制御請求に対して返信する同意命令を受信する場合、前記第２
デバイスの標識をデバイスリストに添加するステップと、
　を含み、
　前記第１デバイスが、画像取得命令を第２デバイスに発送するステップは、
　前記第１デバイスが、ユーザが前記デバイスリストに入力する選択命令を受信するステ
ップと、
　前記第１デバイスが、前記選択命令が指定する前記第２デバイスに前記画像取得命令を
発送するステップと、
　を含む。
【０００８】
　選択的に、前記撮影制御方法は、前記第１デバイスが、前記撮影命令を前記第２デバイ
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スに発送し、前記撮影命令は、前記第２デバイスが前記カメラで採集した前記リアルタイ
ム動的画像情報により、目標ファイルを生成するように指示することに用いられ、前記目
標ファイルは、目標画像又は目標ビデオを含むステップを更に含む。
【０００９】
　本発明の実施例の第２の態様によれば、撮影制御方法であって、
　第２デバイスが、第１デバイスが発送する画像取得命令を受信するステップと、
　前記第２デバイスが、前記画像取得命令に従ってカメラを起動し、且つリアルタイム動
的画像情報を第１デバイスに発送し、前記リアルタイム動的画像情報は、前記第２デバイ
スが前記カメラで採集する画像情報であるステップと、
　を含む。
【００１０】
　選択的に、前記第２デバイスが前記画像取得命令を受信する時に、前記第２デバイスの
ディスプレイスクリーンが、前記画像取得命令を受信する前の表示状態を保持する。
【００１１】
　選択的に、前記撮影制御方法は、
　前記第２デバイスが、前記第１デバイスと無線接続を確立するステップと、
　前記第２デバイスが、前記無線接続により、第１デバイスが発送する制御請求を受信す
るステップと、
　ユーザが前記制御請求に対して入力する同意命令を受信する場合、前記第１デバイスに
前記同意命令を返信し、前記同意命令は、前記第１デバイスが前記第２デバイスの標識を
デバイスリストに添加するように指示することに用いられるステップと、
　を更に含む。
【００１２】
　選択的に、前記撮影制御方法は、
　前記第２デバイスが、前記第１デバイスが発送する撮影命令を受信するステップと、
　前記第２デバイスが、前記撮影命令及び前記カメラで採集した前記リアルタイム動的画
像情報により、目標ファイルを生成し、前記目標ファイルは、目標画像又は目標ビデオを
含むステップと、
　を更に含む。
【００１３】
　本発明の実施例の第３の態様によれば、撮影制御装置であって、
　第２デバイスがカメラを起動することを指示することに用いられる画像取得命令を第２
デバイスに発送するように構成される、取得命令発送モジュールと、
　前記第２デバイスが、前記取得命令発送モジュールが発送する画像取得命令に従って発
送するリアルタイム動的画像情報を受信するように構成され、前記リアルタイム動的画像
情報は前記第２デバイスが前記カメラで採集する画像情報である、リアルタイム画像受信
モジュールと、
　ユーザが入力する撮影命令を受信するように構成される、ユーザ命令受信モジュールと
、
　前記ユーザ命令受信モジュールが受信した撮影命令及び前記リアルタイム画像受信モジ
ュールが受信したリアルタイム動的画像情報により、目標画像又は目標ビデオを含む目標
ファイルを生成するように構成される、第１ファイル生成モジュールと、
　を備える。
【００１４】
　選択的に、前記第１ファイル生成モジュールは、
　前記ユーザ命令受信モジュールが写真撮影命令を受信する時刻に、前記リアルタイム画
像受信モジュールが受信した前記リアルタイム動的画像情報が指示する現在の画像を取得
するように構成される、第１取得サブモジュールと、
　前記第１取得サブモジュールが取得した前記現在の画像により、前記目標画像である前
記目標ファイルを生成するように構成される、画像生成サブモジュールと、
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　を備える。
【００１５】
　選択的に、前記第１ファイル生成モジュールは、
　前記ユーザ命令受信モジュールが受信したビデオ撮影命令により、前記ビデオ撮影命令
を受信する時刻を開始時刻に設定し、撮影停止命令を受信する時刻を停止時刻に設定し、
前記開始時刻から前記停止時刻まで、前記リアルタイム動的画像情報を取得し続けるよう
に構成される、第２取得サブモジュールと、
　前記第２取得サブモジュールが取得し続けた前記リアルタイム動的画像情報が指示する
画像により、前記目標ビデオである前記目標ファイルを生成するように構成される、ビデ
オ生成サブモジュールと、
　を備える。
【００１６】
　選択的に、前記撮影制御装置は、
　前記第２デバイスと無線接続を確立するように構成される、第１確立モジュールと、
　前記第１確立モジュールが確立した無線接続により、制御請求を前記第２デバイスに発
送するように構成される、制御請求発送モジュールと、
　前記制御請求発送モジュールが発送した前記制御請求に対して返信する前記第２デバイ
スの同意命令を受信する時に、前記第２デバイスの標識をデバイスリストに添加するよう
に構成される、標識添加モジュールと、
　を更に含み、
　前記取得命令発送モジュールは、
　ユーザが、前記標識添加モジュールで添加した前記デバイスリストに入力する選択命令
を受信するように構成される、選択受信サブモジュールと、
　前記選択受信サブモジュールが受信した前記選択命令が指定した前記第２デバイスに前
記画像取得命令を発送するように構成される、命令発送サブモジュールと、
　を備える。
【００１７】
　選択的に、前記撮影制御装置は、撮影命令発送モジュールを更に含み、
　前記撮影命令発送モジュールは、前記ユーザ命令受信モジュールが受信した前記撮影命
令を前記第２デバイスに発送し、前記撮影命令が、前記カメラで採集した前記リアルタイ
ム動的画像情報により、目標画像又は目標ビデオを含む目標ファイルを生成するように前
記第２デバイスを指示することに用いられる、ように構成される。
【００１８】
　本発明の実施例の第４の態様によれば、撮影制御装置であって、
　第１デバイスが発送する画像取得命令を受信するように構成される、取得命令受信モジ
ュールと、
　前記取得命令受信モジュールが受信した前記画像取得命令によりカメラを起動し、且つ
前記第２デバイスが前記カメラで採集した画像情報であるリアルタイム動的画像情報を前
記第１デバイスに発送するように構成される、リアルタイム画像発送モジュールと、
　を備える。
【００１９】
　選択的に、前記撮影制御装置は、前記取得命令受信モジュールが受信した前記画像取得
命令を受信する時に、前記第２デバイスのディスプレイスクリーンが前記画像取得命令を
受信する前の表示状態を保持するように構成される状態保持モジュール、を更に備える。
【００２０】
　選択的に、前記撮影制御装置は、
　前記第１デバイスと無線接続を確立するように構成される、第２確立モジュールと、
　前記第２確立モジュールが確立した前記無線接続により、前記第１デバイスが発送する
制御請求を受信するように構成される、制御請求受信モジュールと、
　ユーザが、前記制御請求受信モジュールが受信した前記制御請求に対して入力する同意
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命令を受信する場合、前記同意命令を前記第１デバイスに返信し、前記同意命令は、前記
第１デバイスが前記第２デバイスの標識をデバイスリストに添加するように指示すること
に用いられるように構成される、同意命令返信モジュールと、
　を更に備える。
【００２１】
　選択的に、撮影制御装置は、
　前記第１デバイスが発送する撮影命令を受信するように構成される、撮影命令受信モジ
ュールと、
　前記撮影命令受信モジュールが受信する前記撮影命令及び前記カメラで採集した前記リ
アルタイム動的画像情報により、目標画像又は目標ビデオを含む目標ファイルを生成する
ように構成される、第２ファイル生成モジュールと、
　を更に備える。
【００２２】
　本発明の実施例の第５の態様によれば、撮影制御装置であって、
　プロセッサと、
　プロセッサ実行可能命令を記憶することに用いられるメモリと、を備え、
　前記プロセッサは、
　第１デバイスが、第２デバイスがカメラを起動するように指示することに用いられる画
像取得命令を、前記第２デバイスに発送し、
　前記第１デバイスが、前記第２デバイスが前記画像取得命令に従って発送するリアルタ
イム動的画像情報を取得し、前記リアルタイム動的画像情報は前記第２デバイスが前記カ
メラで採集であり、
　前記第１デバイスがユーザが入力する撮影命令を受信し、
　前記第１デバイスが前記撮影命令及び前記リアルタイム動的画像情報により、目標画像
又は目標ビデオを含む目標ファイルを生成する、
　ように構成される。
【００２３】
　本発明の実施例の第６の態様によれば、撮影制御装置であって、
　プロセッサと、
　プロセッサ実行可能命令を記憶することに用いられるメモリと、
　を備え、
　前記プロセッサは、
　第２デバイスが、第１デバイスが発送する画像取得命令を受信し、
　前記第２デバイスが、前記画像取得命令に従ってカメラを起動し、且つ前記第２デバイ
スが前記カメラで採集した画像情報であるリアルタイム動的画像情報を前記第１デバイス
に発送する、
　ように構成される。
　本発明の第７の態様によれば、プログラムであって、
　プロセッサ－に実行されることにより、上記の撮影制御方法を実現する、コンピュータ
可読記録媒体に記録されたプログラムである。
　本発明の第５の態様によれば、コンピュータ可読の記録媒体であって、
　上記プログラムが記録された記録媒体である。
【００２４】
　本発明の実施例に係る技術案によれば、下記の有益な効果が得られる。
【００２５】
　本発明に係る第１デバイスは、画像取得命令を第２デバイスに発送し、且つ前記第２デ
バイスが前記画像取得命令により発送し且つカメラで採集するリアルタイム動的画像を受
信することができ、前記第１デバイスはユーザが入力した撮影命令及び前記リアルタイム
動的画像により、目標ファイルを生成することができ、これによって、ユーザの第２デバ
イスに対する制御が不便である場合、第２デバイスが採集した画像を撮影することを実現
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する。
【００２６】
　本発明が提供した撮影命令は写真撮影命令を含み、第１デバイスは前記写真撮影命令に
より第２デバイスが採集した画像を撮影することができる。
【００２７】
　本発明が提供した撮影命令はビデオ撮影命令を含み、前記第１デバイスは前記ビデオ撮
影命令により第２デバイスが採集したビデオを録画することができる。
【００２８】
　本発明に係る第１デバイスは、更に撮影命令を第２デバイスに発送することができ、第
２デバイスは前記撮影命令及びカメラで採集したリアルタイム動的画像情報により、目標
ファイルを生成することができ、これによって、ユーザの第２デバイスに対する制御が不
便である場合、第２デバイスを制御して採集された画像を撮影することを実現する。
【００２９】
　本発明に係る第２デバイスは第１デバイスが発送した画像取得命令を受信した後、カメ
ラを起動することができ、前記カメラで採集したリアルタイム動的画像情報を第１デバイ
スに発送することにより、前記第１デバイスはユーザが入力した撮影命令及び前記リアル
タイム動的画像により、目標ファイルを生成することができ、これによって、ユーザの第
２デバイスに対する制御が不便である場合、第２デバイスが採集した画像を撮影すること
を実現する。
【００３０】
　本発明に係る第２デバイスは第１デバイスが発送した画像取得命令を受信した後、ディ
スプレイスクリーンが前記画像取得命令を受信する前の表示状態を保持することを制御す
ることができ、他のユーザにユーザの撮影行為を知らせることを防止し、ユーザのプライ
バシーを保護することができる。
【００３１】
　本発明に係る第２デバイスは第１デバイスが発送した撮影命令を受信でき、前記撮影命
令及び前記リアルタイム動的画像により、目標ファイルを生成することができ、これによ
って、ユーザの第２デバイスに対する制御が不便である場合、第２デバイスを制御して採
集された画像を撮影することを実現する。
【００３２】
　以上の一般的な記述と以下の詳細の記述は、ただの例示的な説明に過ぎず、本発明を限
定するものではないことを理解すべきである。
【図面の簡単な説明】
【００３３】
　ここの図面は、明細書に組み入まれて本明細書の一部を構成し、本発明に該当する実施
例を例示するとともに、明細書とともに本発明の原理を解釈することに用いられる。
【図１】例示的な一実施例に係る一つの撮影制御方法を示すフローチャートである。
【図２】例示的な一実施例に係る他の一つの撮影制御方法を示すフローチャートである。
【図３】例示的な一実施例に係る一つの応用シーンの模式図である。
【図４】例示的な一実施例に係る他の一つの撮影制御方法を示すフローチャートである。
【図５】例示的な一実施例に係る一つの界面の模式図である。
【図６】例示的な一実施例に係る一つの撮影制御装置のブロック図である。
【図７】例示的な一実施例に係る他の一つの撮影制御装置のブロック図である。
【図８】例示的な一実施例に係る他の一つの撮影制御装置のブロック図である。
【図９Ａ】例示的な一実施例に係る他の一つの撮影制御装置のブロック図である。
【図９Ｂ】例示的な一実施例に係る他の一つの撮影制御装置のブロック図である。
【図１０】例示的な一実施例に係る他の一つの撮影制御装置のブロック図である。
【図１１】例示的な一実施例に係る他の一つの撮影制御装置のブロック図である。
【図１２】例示的な一実施例に係る他の一つの撮影制御装置のブロック図である。
【図１３】例示的な一実施例に係る他の一つの撮影制御装置のブロック図である。
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【図１４】例示的な一実施例に係る他の一つの撮影制御装置のブロック図である。
【図１５】例示的な一実施例に係る一つの撮影制御装置に用いられる構造の模式図である
。
【発明を実施するための形態】
【００３４】
　ここで、図面に示される例示的な実施例について詳細に説明する。以下、図面に関連す
る説明において、特別な説明がない限り、異なる図面での同一符号は、同一または類似な
要素を示す。以下の例示的な実施例で記載する実施形態は、本発明と一致する全ての実施
形態を代表するわけではない。かえって、それらは、添付される特許請求の範囲で詳細に
記載される本発明の一部の態様に一致する装置、及び方法の例に過ぎない。
【００３５】
　図１は例示的な一実施例に係る一つの撮影制御方法を示すフローチャートである。
【００３６】
　図１に示すように、前記撮影制御方法は第１デバイスに用いられることができ、前記第
１デバイスはスマートフォン、タブレットＰＣ、ＰＤＡ（Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｄｉｇｉｔ
ａｌ　Ａｓｓｉｓｔａｎｔ、パーソナルデジタルアシスタント）、電子ブックリーダー、
マルチメディアプレイヤー等のスマート端末装置を含んでも良い。前記撮影制御方法は以
下のステップを含むことができる。
【００３７】
　ステップＳ１０１において、第１デバイスは画像取得命令を第２デバイスに発送する。
【００３８】
　本実施例において、第２デバイスは、スマートフォン、タブレットＰＣ、ＰＤＡ（Ｐｅ
ｒｓｏｎａｌ　Ｄｉｇｉｔａｌ　Ａｓｓｉｓｔａｎｔ、パーソナルデジタルアシスタント
）、電子ブックリーダー、マルチメディアプレイヤー等のカメラが集積されたスマート装
置を含んでも良い。前記画像取得命令は、前記第２デバイスがカメラを起動するように指
示することに用いられる。
【００３９】
　ステップＳ１０２において、前記第１デバイスは、第２デバイスが前記画像取得命令に
従って発送するリアルタイム動的画像情報を受信する。
【００４０】
　本実施例において、前記リアルタイム動的画像情報は、前記第２デバイスが前記カメラ
で採集した画像情報である。
【００４１】
　ステップＳ１０３において、前記第１デバイスは、ユーザが入力した撮影命令を受信す
る。
【００４２】
　本実施例において、前記第１デバイスは前記リアルタイム動的画像情報を受信した後、
ユーザが入力した撮影命令を受信することができ、前記撮影命令は、ビデオ撮影命令及び
写真撮影命令を含んでも良い。ユーザは、所定のボタンをクリックすることにより前記撮
影命令を入力しても良く、音声制御で前記撮影命令を入力しても良く、本願ではこれに対
して特に限定しない。
【００４３】
　ステップＳ１０４において、前記第１デバイスは、前記撮影命令及び前記リアルタイム
動的画像情報により、目標画像又は目標ビデオを含む目標ファイルを生成する。
【００４４】
　前記ステップＳ１０３に基づき、前記第１デバイスは、前記撮影命令を受信する時刻に
、前記撮影命令及び前記リアルタイム動的画像により、目標ファイルを生成し、ローカル
に前記目標ファイルを保存することができる。前記撮影命令が写真撮影命令である場合、
前記第１デバイスは、前記写真撮影命令を受信する時刻に、前記リアルタイム動的画像情
報が指示する現在の画像を取得する。取得される前記現在の画像により、目標ファイルを
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生成し、前記目標画像をローカルに保存する。前記撮影命令がビデオ撮影命令である場合
、前記第１デバイスは、前記ビデオ撮影命令を受信する時刻を開始時刻に設定し、撮影停
止命令を受信する時刻を停止時刻に設定し、前記開始時刻から前記停止時刻まで、前記リ
アルタイム動的画像情報を取得し続け、前記取得し続けたリアルタイム動的画像情報が指
示する画像により前記目標ビデオを生成し、生成された前記目標ビデオをローカルに保存
する。本実施例が提供する撮影命令は写真撮影命令及びビデオ撮影命令を含み、第１デバ
イスは、前記撮影命令により、第２デバイスが採集した写真を撮影し、又は第２デバイス
が採集したビデオを録画することができる。
【００４５】
　以上の説明から分かるように、本発明に係る第１デバイスは、画像取得命令を第２デバ
イスに発送し、前記第２デバイスが前記画像取得命令により発送し且つカメラで採集する
リアルタイム動的画像を受信することができ、前記第１デバイスはユーザが入力する撮影
命令及び前記リアルタイム動的画像により、目標ファイルを生成することができ、これに
よって、ユーザの第２デバイスに対する制御が不便である場合、第２デバイスが採集した
画像を撮影することを実現する。
【００４６】
　図２は例示的な一実施例に係る他の一つの撮影制御方法を示すフローチャートである。
【００４７】
　図２に示すように、前記撮影制御方法を第２デバイスに用いることができ、以下のステ
ップを含む。
【００４８】
　ステップＳ２０１において、第２デバイスは、第１デバイスが発送する画像取得命令を
受信する。
【００４９】
　ステップＳ２０２において、前記第２デバイスは、前記画像取得命令によりカメラを起
動し、且つリアルタイム動的画像情報を第１デバイスに発送する。前記リアルタイム動的
画像情報は、前記第２デバイスが前記カメラで採集する画像情報である。
【００５０】
　前記ステップＳ２０１に基づき、前記第２デバイスは前記画像取得命令を受信した後、
前記画像取得命令によりカメラを起動して、画像情報を採集し、採集したリアルタイム画
像情報を前記第１デバイスに発送することができる。
【００５１】
　前記第１デバイスは、前記リアルタイム動的画像情報を受信した後、前記リアルタイム
動的画像情報を表示することができ、前記第１デバイスがユーザの入力した撮影命令を受
信する場合、前記第１デバイスは、前記撮影命令及び前記リアルタイム動的画像情報によ
り目標ファイルを生成し、第１デバイスのローカルに保存することができる。
【００５２】
　以上の説明から分かるように、本発明に係る第２デバイスは、第１デバイスが発送する
画像取得命令を受信した後、カメラを起動し、カメラで採集するリアルタイム動的画像情
報を第１デバイスに発送して、前記第１デバイスがユーザの入力した撮影命令及び前記リ
アルタイム動的画像により、目標ファイルを生成することができ、これによって、ユーザ
の第２デバイスに対する制御が不便である場合、第２デバイスが採集した画像を撮影する
ことを実現する。
【００５３】
　選択的に、本発明の他の一つの実施例において、前記第１デバイスは予め前記第２デバ
イスと無線接続することができ、例えば、ブルートゥース（登録商標）接続、赤外線接続
、Ｗｉ－Ｆｉ接続等で接続することができ、前記第１デバイスは、前記無線接続により制
御請求を第２デバイスに発送することができ、前記第１デバイスが、前記第２デバイスが
前記制御請求に対して返信した同意命令を受信する場合、前記第１デバイスは前記第２デ
バイスの標識をデバイスリストに添加することができる。
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【００５４】
　前記第１デバイスは、ユーザが入力したリスト表示命令を受信した後、前記デバイスリ
ストをユーザに表示することができ、例えば、第１デバイスは、前記デバイスリストにお
ける全ての第２デバイスの標識をユーザに表示し、且つ前記デバイスリストにおける各第
２デバイスに対して、当該第２デバイスの現在の接続状態を標識することができる。前記
第１デバイスは、前記デバイスリストにおいて、現在の接続状態が接続済みである第２デ
バイスの標識をユーザに表示しても良く、本発明はこれに対して特に限定しない。前記第
１デバイスは、ユーザが前記デバイスリストに入力した選択命令を受信した後、前記画像
取得命令を前記選択命令が指定した第２デバイスに発送し、前記第２デバイスが前記画像
取得命令を受信した後、カメラを起動し、且つ画像情報を採集することができる。
【００５５】
　前記第２デバイスは、カメラを起動した後、採集されたリアルタイム動的画像情報を前
記第１デバイスに発送することができ、前記第１デバイスにディスプレイスクリーンが集
積されている場合、前記第１デバイスは受信された前記リアルタイム動的画像情報を前記
ディスプレイスクリーンで表示することができる。当然に、実際的な応用において、前記
第１デバイスがディスプレイスクリーンを備えない場合、前記第１デバイスは、外部のデ
ィスプレイデバイスで前記リアルタイム動的画像情報を表示しても良く、前記第１デバイ
スは前記リアルタイム動的画像情報を表示しなくても良く、本発明はこれに対して特に限
定しない。
【００５６】
　選択的に、本発明の他の一つの実施例において、前記第１デバイスがユーザの入力した
前記撮影命令を受信した後、前記撮影命令を前記第２デバイスに発送しても良く、前記第
２デバイスは前記撮影命令及び前記カメラで採集したリアルタイム動的画像情報により目
標ファイルを生成することができる。前記撮影命令が写真撮影命令である場合、前記第２
デバイスは前記写真撮影命令を受信する時刻に、前記カメラで採集した現在の画像を取得
し、取得された前記現在の画像により前記目標画像を生成し、前記目標画像をローカルに
保存することができる。前記撮影命令がビデオ撮影命令である場合、前記第２デバイスは
、前記ビデオ撮影命令を受信する時刻を開始時刻に設定し、撮影停止命令を受信する時刻
を停止時刻に設定することができ、前記開始時刻から前記停止時刻まで、前記リアルタイ
ム動的画像情報を取得し続け、取得し続けた前記リアルタイム動的画像情報が指示する画
像により、前記目標ビデオを生成し、生成された前記目標ビデオをローカルに保存する。
【００５７】
　これより分かるように、本発明に係る第１デバイスは、撮影命令を第２デバイスに発送
しても良く、前記第２デバイスは、前記撮影命令及びカメラで採集したリアルタイム動的
画像情報により、目標ファイルを生成することができ、これによって、ユーザの第２デバ
イスに対する制御が不便である場合、第２デバイスが採集した画像を撮影することを制御
することを実現する。
【００５８】
　選択的に、本発明の他の一つの実施例において、前記第２デバイスにディスプレイスク
リーンが集積されている場合、前記第２デバイスのディスプレイスクリーンは前記画像取
得命令を受信する前の表示状態を保持することができる。前記第２デバイスのディスプレ
イスクリーンが前記画像取得命令を受信する前の表示状態がスタンバイ状態である場合、
前記第２デバイスが前記画像取得命令を受信した後、前記ディスプレイスクリーンを制御
してスタンバイ状態を保持する。前記第２デバイスのディスプレイスクリーンが前記画像
取得命令を受信する前の表示状態がスタンバイ状態ではない場合、前記第２デバイスが前
記画像取得命令を受信した後、ディスプレイスクリーンを制御してその前の状態を保持し
、カメラで採集した画像情報を表示しなく、前記画像取得命令を受信する前の画面を依然
に表示する。
【００５９】
　これより分かるように、本発明に係る第２デバイスは第１デバイスが発送した画像取得
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命令を受信した後、ディスプレイスクリーンを制御して前記画像取得命令を受信する前の
表示状態を保持することができ、他のユーザにユーザの撮影行為を知られることを防止し
、ユーザのプライバシーを保護することができる。
【００６０】
　以下、具体的な実施例に基づき本発明の実現過程を説明する。
【００６１】
　図３は例示的な一実施例に係る一つの応用シーンの模式図である。
【００６２】
　図３に示すように、本実施例が提供する撮影制御方法が応用されるシーンにおいて、第
１デバイスＡ及び第２デバイスＢを備え、前記第２デバイスＢにはカメラが集積されてい
る。図４に示すように、前記撮影制御方法は以下のステップを含むことができる。
【００６３】
　ステップＳ４０１において、第１デバイスＡは、第２デバイスＢとブルートゥース接続
されている。
【００６４】
　ステップＳ４０２において、前記第１デバイスＡが、前記ブルートゥース接続を通じて
制御請求を前記第２デバイスＢに発送する。
【００６５】
　本実施例において、ユーザが前記第１デバイスＡを用いて前記第２デバイスＢを制御す
る時に、前記第１デバイスＡは前記ブルートゥース接続を通じて制御請求を前記第２デバ
イスＢに発送する。
【００６６】
　ステップＳ４０３において、前記第２デバイスＢは、ユーザが前記制御請求に対して入
力した同意命令を受信した後、前記第１デバイスＡに前記同意命令を返信する。
【００６７】
　本実施例において、前記第２デバイスＢが前記制御請求を受信した後、ユーザに確認さ
せるように、前記制御請求をユーザに提示することができる。ユーザが前記制御請求を同
意する場合、ユーザが前記第２デバイスＢに同意命令を入力することができ、ユーザが前
記制御請求を同意しない場合、ユーザが前記第２デバイスＢに拒否命令を入力することが
できる。
【００６８】
　前記第２デバイスＢは同意命令を受信した後、前記第１デバイスＡに前記同意命令を返
信することができる。前記第２デバイスＢが拒否命令を受信した後、前記第１デバイスＡ
に前記拒否命令を返信することができる。
【００６９】
　ステップＳ４０４において、前記第１デバイスＡは前記同意命令により、前記第２デバ
イスＢの標識をデバイスリストに添加する。
【００７０】
　本実施例において、前記第１デバイスＡは前記第２デバイスＢが返信した同意命令を受
信した後、前記第２デバイスＢの標識をデバイスリストに添加することができる。前記第
２デバイスＢの標識は、前記第２デバイスＢのＭＡＣアドレス、デバイス名等の第２デバ
イスＢを区分できる標識であっても良い。前記デバイスリストには、前記第１デバイスＡ
が制御できるデバイスの標識が含まれている。
【００７１】
　ステップＳ４０５において、前記第１デバイスＡは、前記デバイスリストをユーザに表
示する。
【００７２】
　本実施例において、前記第１デバイスＡは、ユーザが入力したリスト表示命令を受信し
た後、前記デバイスリストをユーザに表示する。
【００７３】
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　一つの例において、前記リスト表示命令はカメラ起動命令であっても良く、図５に示す
一つの界面の模式図に示すように、前記第１デバイスＡは、ユーザが本デバイスのカメラ
を起動した後、前記リスト表示命令を受信することと見なし、ファインダにおいて前記デ
バイスリストをユーザに表示することができる。図５に示す「デバイスＢ」、「デバイス
Ｃ」、及び「デバイスＤ」は、前記第１デバイスＡが制御できる全てのデバイスの標識で
あり、「デバイスＢ」は前記第２デバイスＢの標識である。選択的に、他の一つの例にお
いて、前記第１デバイスＡは、現在の接続状態が接続済みであるデバイスリストにおける
デバイスの標識を表示し、現在の接続状態が未接続であるデバイスリストにおけるデバイ
スの標識を表示しないことができる。
【００７４】
　当然に、実際的な応用において、ユーザは、前記第１デバイスＡが前記デバイスリスト
を表示するように、前記第１デバイスＡにロードされた関連するＡＰＰにおいて、前記リ
スト表示命令を入力することができ、本発明はこれに対して特に限定しない。
【００７５】
　ステップＳ４０６において、前記第１デバイスＡは、画像取得命令をユーザが前記デバ
イスリストにおいて選択した前記第２デバイスＢに発送する。
【００７６】
　前記ステップＳ４０５に基づき、前記第１デバイスＡが前記デバイスリストをユーザに
表示した後、ユーザは前記デバイスリストにおいて画像情報を採集するデバイスを選択す
ることができる。ユーザがあるデバイスの標識に対して選択命令を入力した後、前記第１
デバイスＡは画像取得命令をユーザが選択した前記デバイスに発送する。
【００７７】
　例えば、引き続き図５に示すように、仮にユーザが図５に示すリスト表示界面において
「デバイスＢ」をクリックすると、前記第１デバイスＡは画像取得命令を前記第２デバイ
スＢに発送する。
【００７８】
　ステップＳ４０７において、前記第２デバイスＢは前記画像取得命令によりカメラを起
動し、リアルタイム動的画像情報を第１デバイスＡに発送する。
【００７９】
　前記ステップＳ４０６に基づき、前記第２デバイスＢは、前記第１デバイスＡが発送し
た前記画像取得命令を受信した後、カメラを起動して、画像情報を採集し、前記カメラで
採集したリアルタイム動的画像情報を前記第１デバイスＡに発送する。
【００８０】
　ステップＳ４０８において、前記第１デバイスＡは前記リアルタイム動的画像情報を表
示する。
【００８１】
　前記ステップＳ４０７に基づき、前記第１デバイスＡは、前記第２デバイスＢが発送し
た前記リアルタイム動的画像情報を受信した後、ユーザに読ませるように、本デバイスの
ディスプレイスクリーンにおいて前記リアルタイム動的画像情報を表示することができる
。
【００８２】
　ステップＳ４０９において、前記第１デバイスＡはユーザが入力した撮影命令を受信す
る。
【００８３】
　前記ステップＳ４０８に基づき、前記第１デバイスＡが前記リアルタイム動的画像情報
を表示した後、ユーザは撮影命令を入力することで、前記第２デバイスＢが採集したリア
ルタイム動的画像情報を撮影することができる。依然として図５に示す表面を例とし、ユ
ーザは、図５が示す界面において、写真撮影命令及びビデオ撮影命令を含む前記撮影命令
を入力することができる。
【００８４】
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　ステップＳ４１０において、前記第１デバイスＡは、前記撮影命令及び前記リアルタイ
ム動的画像情報により目標画像又は目標ビデオを生成する。
【００８５】
　本実施例において、前記第１デバイスＡは、前記写真撮影命令を受信する時刻に、前記
リアルタイム動的画像情報が指示する現在の画像を取得し、取得された前記現在の画像に
より前記目標画像を生成し、ローカルに保存する。前記撮影命令がビデオ撮影命令である
場合、前記第１デバイスＡは、前記ビデオ撮影命令を受信する時刻を開始時刻に設定し、
撮影停止命令を受信する時刻を停止時刻に設定し、前記開始時刻から前記停止時刻まで、
前記リアルタイム動的画像情報を取得し続け、取得し続けられた前記リアルタイム動的画
像情報が指示した画像により、前記目標ビデオを生成し、ローカルに保存する。例えば、
前記第１デバイスＡが前記ビデオ撮影命令を受信する時刻が１５：００：００であり、前
記撮影停止命令を受信する時刻が１５：１０：００であると仮定し、前記第１デバイスＡ
は時刻１５：００：００を前記開始時刻に設定し、時刻１５：１０：００を前記停止時刻
に設定し、１５：００：００から１５：１０：００まで前記リアルタイム動的画像情報を
取得し続け、取得し続けられた前記リアルタイム動的画像情報が指示した画像により、目
標ビデオを生成する。
【００８６】
　選択的に、一つの例において、引き続き図５に示すように、ユーザが、前記第２デバイ
スＡが採集したリアルタイム動的画像情報を受信したくない時、採集停止命令を入力する
ことができ、例えば、ユーザは図３に示す前記第２デバイスＢの標識である「デバイスＢ
」を再度クリックし、前記第１デバイスＡは採集停止命令を前記第２デバイスＢに発送し
、前記第２デバイスＢは、画像情報の採集を終了するように、前記採集停止命令により、
カメラをオフ（TURNOFF）にすることができる。
【００８７】
　選択的に、一つの例において、引き続き図５に示すように、ユーザは、標識が「デバイ
スＣ」である第３デバイスＣが採集したリアルタイム動的画像情報を受信したい時、先ず
、第２デバイスＢの標識である「デバイスＢ」をクリックし、その後、前記第３デバイス
Ｃの標識である「デバイスＣ」をクリックすることができる。前記第１デバイスＡは、前
記第２デバイスＢがカメラをオフにするように、先ず、採集停止命令を前記第２デバイス
Ｂに発送し、その後、画像取得命令を前記第３デバイスＣに発送し、前記第３デバイスＣ
は、画像情報の採集を行うように、前記画像取得命令によりカメラを起動することができ
る。他の一つの例において、前記第１デバイスＡはユーザが前記デバイスリストに入力し
た選択命令を受信した後、先ず他のデバイスに画像取得命令を既に発送したか否かを判断
することができ、発送していない場合、画像取得命令をユーザが選択したデバイスに発送
し、既に他のデバイスに前記画像取得命令を発送した場合、前記画像取得命令を既に発送
したデバイスに採集停止命令を発送し、ユーザが選択したデバイスに画像取得命令を発送
する。従って、ユーザは、標識が「デバイスＣ」である第３デバイスＣが採集したリアル
タイム動的画像情報を受信したい時、前記第３デバイスＣの標識である「デバイスＣ」を
クリックすることができ、前記第１デバイスＡは採集停止命令を前記第２デバイスＢに発
送し、画像取得命令を前記第３デバイスＣに発送することができ、ユーザの操作を簡単化
させることができる。
【００８８】
　図３に示す応用シーンにおいて、前記第１デバイスＡは前記図１に示す方法の実施例を
用いて撮影制御を行うことができ、前記第２デバイスＢは前記図２に示す方法の実施例を
用いて撮影制御を行うことができ、本出願はここでその詳細な説明を省略する。
【００８９】
　前記撮影制御方法の実施例に対応して、本出願は撮影制御装置の実施例を提供する。
【００９０】
　図６は例示的な一実施例に係る一つの撮影制御装置のブロック図である。
【００９１】
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　図６に示すように、前記撮影制御装置６００は、第１デバイスに用いることができ、取
得命令発送モジュール６０１、リアルタイム画像受信モジュール６０２、ユーザ命令受信
モジュール６０３、および第１ファイル生成モジュール６０４を含む。
【００９２】
　前記取得命令発送モジュール６０１は、画像取得命令を第２デバイスに発送するように
構成され、前記画像取得命令は、前記第２デバイスがカメラを起動するように指示するこ
とに用いられる。
【００９３】
　前記リアルタイム画像受信モジュール６０２は、前記第２デバイスが前記取得命令発送
モジュール６０１が発送する画像取得命令によって発送するリアルタイム動的画像情報を
受信するように構成され、前記リアルタイム動的画像情報は、前記第２デバイスが前記カ
メラで採集する画像情報である。
【００９４】
　前記ユーザ命令受信モジュール６０３は、ユーザが入力する撮影命令を受信するように
構成される。
【００９５】
　前記第１ファイル生成モジュール６０４は、前記ユーザ命令受信モジュール６０３が受
信する撮影命令及び前記リアルタイム画像受信モジュール６０２が受信するリアルタイム
動的画像情報により、目標ファイルを生成するように構成され、前記目標ファイルは、目
標画像又は目標ビデオを含む。
【００９６】
　上述の実施例において、第１デバイスは画像取得命令を第２デバイスに発送し、前記第
２デバイスが前記画像取得命令により発送し且つカメラで採集したリアルタイム動的画像
を受信することができ、前記第１デバイスはユーザが入力する撮影命令及び前記リアルタ
イム動的画像により、目標ファイルを生成することができ、これによって、ユーザの第２
デバイスに対する制御が不便である場合、第２デバイスが採集する画像を撮影することを
実現する。
【００９７】
　図７は例示的な一実施例に係る他の一つの撮影制御装置のブロック図である。
【００９８】
　図７に示すように、当該実施例は前記図６に示す実施例を基にした上で、前記第１ファ
イル生成モジュール６０４は、第１取得サブモジュール６０４１及び画像生成サブモジュ
ール６０４２を含むことができる。
【００９９】
　前記第１取得サブモジュール６０４１は、前記ユーザ命令受信モジュール６０３が写真
撮影命令を受信する時刻に、前記リアルタイム画像受信モジュール６０２が受信した前記
リアルタイム動的画像情報が指示する現在の画像を取得するように構成される。
【０１００】
　前記画像生成サブモジュール６０４２は、前記第１取得サブモジュール６０４１が取得
した前記現在の画像により、目標ファイルを生成するように構成され、前記目標ファイル
は、前記目標画像である。
【０１０１】
　前記実施例が提供する撮影命令には、写真撮影命令を含み、第１デバイスは、前記写真
撮影命令に従って第２デバイスが採集した画像を撮影することができる。
【０１０２】
　図８は例示的な一実施例に係る他の一つの撮影制御装置のブロック図である。
【０１０３】
　図８に示すように、当該実施例は前記図６に示す実施例を基にした上で、前記第１ファ
イル生成モジュール６０４は、第２取得サブモジュール６０４３及びビデオ生成サブモジ
ュール６０４４を含むことができる。
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【０１０４】
　前記第２取得サブモジュール６０４３は、前記ユーザ命令受信モジュール６０３が受信
したビデオ撮影命令に従って、前記ビデオ撮影命令を受信する時刻を開始時刻に設定し、
撮影停止命令を受信する時刻を停止時刻に設定し、前記開始時刻から前記停止時刻まで、
前記リアルタイム動的画像情報を取得し続けるように構成される。
【０１０５】
　前記ビデオ生成サブモジュール６０４４は、前記第２取得サブモジュール６０４３が取
得し続けた前記リアルタイム動的画像情報が指示する画像により、目標ファイルを生成す
るように構成され、前記目標ファイルは前記目標ビデオである。
【０１０６】
　上述の実施例が提供する撮影命令は、ビデオ撮影命令を含み、第１デバイスは、前記ビ
デオ撮影命令に従って第２デバイスが採集したビデオを録画することができる。
【０１０７】
　図９Ａ及び図９Ｂは例示的な一実施例に係る他の一つの撮影制御装置のブロック図であ
る。
【０１０８】
　図９Ａ及び図９Ｂに示すように、当該実施例は前記図６に示す実施例を基にした上で、
前記撮影制御装置６００は、第１確立モジュール６０５、制御請求発送モジュール６０６
、標識添加モジュール６０７を更に含んでも良く、前記取得命令発送モジュール６０１は
、選択受信サブモジュール６０１１及び命令発送サブモジュール６０１２を更に含でも良
い。
【０１０９】
　前記第１確立モジュール６０５（first establishing module）は、前記第２デバイス
と無線接続を確立するように構成される。
【０１１０】
　前記制御請求発送モジュール６０６は、前記第１確立モジュール６０５が確立した無線
接続により、制御請求を前記第２デバイスに発送するように構成される。
【０１１１】
　前記標識添加モジュール６０７は、前記第２デバイスが前記制御請求発送モジュール６
０６が発送する前記制御請求に対して返信する同意命令を受信する時に、前記第２デバイ
スの標識をデバイスリストに添加するように構成される。
【０１１２】
　前記選択受信サブモジュール６０１１は、ユーザが前記標識添加モジュール６０７によ
り添加された前記デバイスリストに入力した選択命令を受信するように構成される。
【０１１３】
　前記命令発送サブモジュール６０１２は、前記選択受信サブモジュール６０１１が受信
した前記選択命令が指定する前記第２デバイスに、前記画像取得命令を発送するように構
成される。
【０１１４】
　図１０は例示的な一実施例に係る他の一つの撮影制御装置のブロック図である。
【０１１５】
　図１０に示すように、当該実施例は前記図６に示す実施例を基にした上で、前記撮影制
御装置６００は、撮影命令発送モジュール６０８を更に含んでも良い。
【０１１６】
　前記撮影命令発送モジュール６０８は、前記ユーザ命令受信モジュールが受信した前記
撮影命令を前記第２デバイスに発送するように構成され、前記撮影命令は、前記カメラで
採集した前記リアルタイム動的画像情報により目標ファイルを生成するように前記第２デ
バイスを指示することに用いられ、前記目標ファイルは、目標画像又は目標ビデオを含む
。
【０１１７】
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　上述の実施例において、第１デバイスは撮影命令を第２デバイスに発送することができ
、前記第２デバイスは、前記撮影命令及びカメラで採集したリアルタイム動的画像情報に
より、目標ファイルを生成することができ、これによって、ユーザの第２デバイスに対す
る制御が不便である場合、第２デバイスを制御して採集した画像を撮影することを実現す
る。
【０１１８】
　図６～図１０に示す装置は、前記図１又は図４に示す方法のフローチャートを実行する
ことに用いられる。前記装置において、各ユニットの機能と作用の実現過程については、
上述の方法にて対応するステップの実現過程を参照し、ここで詳しい説明を省略する。
【０１１９】
　図１１は例示的な一実施例に係る他の一つの撮影制御装置のブロック図である。
【０１２０】
　図１１に示すように、前記撮影制御装置１１００は、第２デバイスに用いることができ
、取得命令受信モジュール１１０１及びリアルタイム画像発送モジュール１１０２を含む
。
【０１２１】
　前記取得命令受信モジュール１１０１は、第１デバイスが発送する画像取得命令を受信
するように構成される。
【０１２２】
　前記リアルタイム画像発送モジュール１１０２は、前記取得命令受信モジュール１１０
１が受信する前記画像取得命令に従ってカメラを起動し、リアルタイム動的画像情報を前
記第１デバイスに発送するように構成され、前記リアルタイム動的画像情報は、前記第２
デバイスが前記カメラで採集する画像情報である。
【０１２３】
　上述の実施例において、第２デバイスは、第１デバイスが発送した画像取得命令を受信
した後、カメラを起動し、前記カメラで採集したリアルタイム動的画像情報を第１デバイ
スに発送することによって、前記第１デバイスはユーザが入力した撮影命令及び前記リア
ルタイム動的画像により、目標ファイルを生成することができ、これによって、ユーザの
第２デバイスに対する制御が不便である場合、第２デバイスが採集した画像を撮影するこ
とを実現する。
【０１２４】
　図１２は例示的な一実施例に係る他の一つの撮影制御装置のブロック図である。
【０１２５】
　図１２に示すように、当該実施例は前記図１１に示す実施例を基にした上で、前記撮影
制御装置１１００は状態保持モジュール１１０３を更に含んでも良い。
【０１２６】
　前記状態保持モジュール１１０３は、前記取得命令受信モジュール１１０１が受信した
前記画像取得命令を受信する時に、前記第２デバイスのディスプレイスクリーンは前記画
像取得命令を受信する前の表示状態を保持するように構成される。
【０１２７】
　上述の実施例において、第２デバイスは第１デバイスが発送した画像取得命令を受信し
た後、前記画像取得命令を受信する前の表示状態を保持するようにディスプレイスクリー
ンを制御することができ、他のユーザにユーザの撮影行為を知らせることを防止し、ユー
ザのプライバシーを保護することができる。
【０１２８】
　図１３は例示的な一実施例に係る他の一つの撮影制御装置のブロック図である。
【０１２９】
　図１３に示すように、当該実施例は前記図１１に示す実施例を基にし、前記撮影制御装
置１１００は、第２確立モジュール１１０４、制御請求受信モジュール１１０５及び同意
命令返信モジュール１１０６を含んでも良い。
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【０１３０】
　前記第２確立モジュール１１０４は、前記第１デバイスと無線接続を確立するように構
成される。
【０１３１】
　前記制御請求受信モジュール１１０５は、前記第２確立モジュール１１０４が確立した
前記無線接続により、前記第１デバイスが発送する制御請求を受信するように構成される
。
【０１３２】
　前記同意命令返信モジュール１１０６は、前記制御請求受信モジュール１１０５に受信
される前記制御請求に対してユーザが入力する同意命令を受信する場合、前記第１デバイ
スに前記同意命令を返信するように構成され、前記同意命令は、前記第２デバイスの標識
をデバイスリストに添加するように前記第１デバイスを指示することに用いられる。
【０１３３】
　図１４は例示的な一実施例に係る他の一つの撮影制御装置のブロック図である。
【０１３４】
　図１４に示すように、当該実施例は前記図１１に示す実施例を基にし、前記撮影制御装
置１１００は、撮影命令受信モジュール１１０７及び第２ファイル生成モジュール１１０
８を更に含んでも良い。
【０１３５】
　前記撮影命令受信モジュール１１０７は、前記第１デバイスが発送する撮影命令を受信
するように構成される。
【０１３６】
　前記第２ファイル生成モジュール１１０８は、前記撮影命令受信モジュール１１０７が
受信した前記撮影命令及び前記カメラで採集した前記リアルタイム動的画像情報により、
目標ファイルを生成するように構成され、前記目標ファイルは、目標画像又は目標ビデオ
を含む。
【０１３７】
　上述の実施例において、第２デバイスは、第１デバイスが発送する撮影命令を受信し、
前記撮影命令及びカメラで採集したリアルタイム動的画像情報により目標ファイルを生成
することができ、これによって、ユーザの第２デバイスに対する制御が不便である場合、
第２デバイスを制御して採集された画像を撮影することを実現する。
【０１３８】
　図１１～図１４に示す装置は、前記図２又は図４に示す方法のフローチャートを実行す
ることに用いられる。前記装置において、各ユニットの機能と作用の実現過程の詳細につ
いては、上述の方法にて対応するステップの実現過程を参照し、ここでの詳しい説明を省
略する。
【０１３９】
　前記装置において、各ユニットの機能と作用の実現過程の詳細については、上述の方法
にて対応するステップの実現過程を参照し、ここでの詳しい説明を省略する。
【０１４０】
　装置の実施例に対して、基本的に方法の実施例に対応するため、関連するところは、方
法の実施例の部分における説明を参照しても良い。以上に説明した装置の実施例は例示的
なものに過ぎず、前記の説明において、分離する部品として説明したユニットは、物理的
に分離するものであっても良く、物理的に分離していないものであっても良く、ユニット
として表示される部品は、物理ユニットであっても良く、物理ユニットでなくても良く、
一つのところに位置しても良く、複数のネットワークユニットに分散しても良い。実際的
な需要に応じて、その中の一部又は全部のモジュールを選択して、本発明に係る目的を実
現することができる。当業者は創造的労力を費やさなくても、理解し実施することができ
る。
【０１４１】
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　相応的に、本発明は、撮影制御装置を更に提供し、前記撮影制御装置は、プロセッサと
、プロセッサ実行可能命令を記憶するメモリとを含み；前記プロセッサは、第１デバイス
が、画像取得命令を第２デバイスに発送し、前記画像取得命令は、カメラを起動するよう
に第２デバイスを指示することに用いられ；前記第１デバイスは、前記第２デバイスが前
記画像取得命令に従って発送するリアルタイム動的画像情報を取得し、前記リアルタイム
動的画像情報は、前記第２デバイスが前記カメラで採集した画像情報であり；前記第１デ
バイスは、ユーザが入力する撮影命令を受信し；前記第１デバイスは、前記撮影命令及び
前記リアルタイム動的画像情報により、目標ファイルを生成し、前記目標ファイルは、目
標画像又は目標ビデオを含むように構成される。
【０１４２】
　相応的に、本発明は、非一時的なコンピュータ可読記憶媒体を更に提供し、前記記憶媒
体における命令が第１デバイスのプロセッサにより実行される場合、第１デバイスが撮影
制御方法を実行させることができ、前記方法は以下のステップを含む、即ち、第１デバイ
スが、画像取得命令を第２デバイスに発送し、前記画像取得命令は、前記第２デバイスが
カメラを起動するように指示することに用いられ；前記第１デバイスが、前記第２デバイ
スが前記画像取得命令に従って発送するリアルタイム動的画像情報を受信し、前記リアル
タイム動的画像情報は、前記第２デバイスが前記カメラで採集する画像情報であり；前記
第１デバイスはユーザが入力する撮影命令を受信し；前記第１デバイスは、前記撮影命令
及び前記リアルタイム動的画像情報により目標ファイルを生成し、前記目標ファイルは目
標画像又は目標ビデオを含む。
【０１４３】
　相応的に、本発明は、撮影制御装置を更に提供し、前記撮影制御装置は、プロセッサと
、プロセッサ実行可能命令を記憶するメモリと、を含み；その中、前記プロセッサは、第
２デバイスが第１デバイスから発送する画像取得命令を受信し、前記第２デバイスが前記
画像取得命令に従ってカメラを起動し、且つリアルタイム動的画像情報を前記第１デバイ
スに発送し、前記リアルタイム動的画像情報は前記第２デバイスが前記カメラで採集する
画像情報であるように構成される。
【０１４４】
　相応的に、本発明は、非一時的なコンピュータ可読記憶媒体を更に提供し、前記記憶媒
体における命令が第２デバイスのプロセッサにより実行される場合、前記第２デバイスが
ある撮影制御方法を実行させるようにし、前記方法は、第２デバイスが第１デバイスから
発送する画像取得命令を受信し、前記第２デバイスが前記画像取得命令に従ってカメラを
起動し、且つリアルタイム動的画像情報を前記第１デバイスに発送し、前記リアルタイム
動的画像情報は、前記第２デバイスが前記カメラで採集する画像情報であることを含む。
【０１４５】
　図１５は例示的な一実施例に係る一つの撮影制御装置１５００に用いられる構成のブロ
ック図である。例えば、装置１５００は、携帯電話、コンピュータ、デジタル放送端末、
メッセージ送受信設備、ゲームコンソール、タブレット設備、医療設備、フィットネス設
備、ＰＤＡ等であっても良い。
【０１４６】
　図１５に示すように、装置１５００は、プロセスアセンブリ１５０２、メモリ１５０４
、電源アセンブリ１５０６、マルチメディアアセンブリ１５０８、オーディオアセンブリ
１５１０、入力／出力（Ｉ／Ｏ）のインタフェース１５１２、センサアセンブリ１５１４
、及び通信アセンブリ１５１６から選ばれる一つまたは複数のアセンブリを含んでも良い
。
【０１４７】
　プロセスアセンブリ１５０２は、一般的には装置１５００の全体の動作を制御するもの
であり、例えば、表示、電話の呼び出し、データ通信、カメラ操作及び記録操作と関連す
る操作を制御する。プロセスアセンブリ１５０２は、一つ又は複数のプロセッサ１５２０
を備え、これらによって命令を実行することにより、上記の方法の全部又は一部のステッ
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プを実現するようにしても良い。なお、プロセスアセンブリ１５０２は、一つ又は複数の
モジュールを含んで、プロセスアセンブリ１５０２と他のアセンブリとの間のインタラク
ションを便利にしても良い。例えば、プロセスアセンブリ１５０２は、マルチメディアモ
ジュールを含んで、マルチメディアアセンブリ１５０８とプロセスアセンブリ１５０２と
の間のインタラクションを便利にしても良い。
【０１４８】
　メモリ１５０４は、各種類のデータを記憶することにより、装置１５００の動作を支援
するように構成される。これらのデータの例として、装置１５００において操作されるい
ずれのアプリケーションプログラム又は方法の命令、連絡者のデータ、電話帳データ、メ
ッセージ、画像、ビデオ等を含む。メモリ１５０４は、いずれかの種類の揮発性メモリ又
は不揮発性メモリデバイス、或いはこれらの組み合わせによって実現しても良く、例えば
、ＳＲＡＭ（Ｓｔａｔｉｃ Ｒａｎｄｏｍ Ａｃｃｅｓｓ Ｍｅｍｏｒｙ）、ＥＥＰＲＯＭ
（Ｅｌｅｃｔｒｉｃａｌｌｙ Ｅｒａｓａｂｌｅ Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ Ｒｅａｄ－
Ｏｎｌｙ Ｍｅｍｏｒｙ）、ＥＰＲＯＭ（Ｅｒａｓａｂｌｅ Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ 
Ｒｅａｄ Ｏｎｌｙ Ｍｅｍｏｒｙ）、ＰＲＯＭ（Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ ＲＯＭ）、
ＲＯＭ（Ｒｅａｄ Ｏｎｌｙ Ｍｅｍｂｅｒ）、磁気メモリ、フラッシュメモリ、磁気ディ
スク、或いは光ディスクである。
【０１４９】
　電源アセンブリ１５０６は、装置１５００の各アセンブリに電力を供給する。電源アセ
ンブリ１５０６は、電源管理システム、一つまたは複数の電源、ならびに装置１５００の
ための電力の生成、管理及び割り当てに関連する他のアセンブリを含んでも良い。
【０１５０】
　マルチメディアアセンブリ１５０８は、上記装置１５００とユーザとの間に一つの出力
インタフェースを提供するスクリーンを備える。一部の実施例において、スクリーンは、
液晶モニター（ＬＣＤ）とタッチパネル（ＴＰ）を含んでも良い。スクリーンがタッチパ
ネルを含む場合、スクリーンはタッチスクリーンとして実現して、ユーザからの入力信号
を受信することができる。タッチパネルは、一つ又は複数のタッチセンサを含み、タッチ
、スワイプ、及びタッチパネル上のジェスチャを検出することができる。上記タッチセン
サは、タッチ又はスワイプ動作の境界だけを検出するのではなく、上記タッチ又はスライ
ド操作に係る継続時間及び圧力も検出できる。一部の実施例において、マルチメディアア
センブリ１５０８は、一つのフロントカメラ及び／又はリアカメラを備える。装置１５０
０が、例えば撮影モード又はビデオモード等の操作モードにある場合、フロントカメラ及
び／又はリアカメラは、外部からのマルチメディアデータを受信することができる。各フ
ロントカメラ及びリアカメラのそれぞれは、一つの固定型の光学レンズ系であっても良く
、或は焦点距離と光学ズーム機能を有するものであっても良い。
【０１５１】
　オーディオアセンブリ１５１０は、オーディオ信号を出力及び／又は入力するように構
成される。例えば、オーディオアセンブリ１５１０は、一つのマイク（ＭＩＣ）を含み、
装置１５００が、例えば呼出しモード、記録モード、及び音声識別モード等の操作モード
にある場合、マイクは外部のオーディオ信号を受信するように設置される。受信されたオ
ーディオ信号は、さらにメモリ１５０４に記憶されたり、通信アセンブリ１５１６を介し
て送信されたりする。一部の実施例において、オーディオアセンブリ１５１０は、オーデ
ィオ信号を出力することに用いられる一つのスピーカーをさらに備える。
【０１５２】
　Ｉ／Ｏインタフェース１５１２は、プロセスアセンブリ１５０２と周辺インタフェース
モジュールとの間にインタフェースを提供し、上記周辺インタフェースモジュールは、キ
ーボード、クリックホイール、ボタン等であっても良い。これらのボタンは、ホームボタ
ン、ボリュームボタン、起動ボタン、及びロックボタンを含んでも良いが、これらに限定
されない。
【０１５３】
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　センサアセンブリ１５１４は、装置１５００に各方面の状態に対する評価を提供するこ
とに用いられる一つ又は複数のセンサを備える。例えば、センサアセンブリ１５１４は、
装置１５００のＯＮ／ＯＦＦ状態、アセンブリの相対的な位置を検出することができ、例
えば、前記アセンブリは装置１５００のディスプレイとキーパッドであり、センサアセン
ブリ１５１４は、装置１５００或いは装置１５００の一つのアセンブリの位置変更、ユー
ザと装置１５００との接触が存在しているか否か、装置１５００の方位、又は加速／減速
、及び装置１５００の温度変化を検出することができる。センサアセンブリ１５１４は、
何れの物理的接触がない状態にて付近の物体の存在を検出するように、近接センサを含ん
でも良い。センサアセンブリ１５１４は、撮影アプリケーションに用いられるように、Ｃ
ＭＯＳ又はＣＣＤ画像センサのような光センサを含んでも良い。一分の実施例において、
当該センサアセンブリ１５１４は、加速度センサ、ジャイロスコープセンサ、磁気センサ
、圧力センサ、及び温度センサをさらに含んでも良い。
【０１５４】
　通信アセンブリ１５１６は、装置１５００と他のデバイスとの間に有線又は無線形態の
通信を便利にするように設置される。装置１５００は、例えばＷｉＦｉ、２Ｇ、３Ｇ、或
はこれらの組み合わせのような、通信規格に基づいた無線ネットワークに接続されても良
い。一つの例示的な実施例において、通信アセンブリ１５１６は、放送チャンネルを介し
て外部の放送管理システムからの放送信号又は放送に関連する情報を受信する。一つの例
示的な実施例において、上記通信アセンブリ１５１６は、近距離無線通信（ＮＦＣ）モジ
ュールをさらに含むことにより、近距離通信をプッシュする。例えば、ＮＦＣモジュール
は、ＲＦＩＤ（Ｒａｄｉｏ Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ ＩＤｅｎｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ）技術、
ＩｒＤＡ（Ｉｎｆｒａｒｅｄ Ｄａｔａ Ａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ）技術、ＵＷＢ（Ｕｌｔ
ｒａ Ｗｉｄｅ Ｂａｎｄ）技術、ＢＴ（Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標））技術、及び他
の技術に基づいて実現できる。
【０１５５】
　例示的な実施例において、装置１５００は、一つ又は複数のＡＳＩＣ（Ａｐｐｌｉｃａ
ｔｉｏｎ Ｓｐｅｃｉｆｉｃ Ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ Ｃｉｒｃｕｉｔ）、ＤＳＰ（Ｄｉｇ
ｉｔａｌ Ｓｉｇｎａｌ Ｐｒｏｃｅｓｓｏｒ）、ＤＳＰＤ（Ｄｉｇｉｔａｌ Ｓｉｇｎａ
ｌ Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ Ｄｅｖｉｃｅ）、ＰＬＤ（Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ Ｌｏｇ
ｉｃ Ｄｅｖｉｃｅ）、ＦＰＧＡ（Ｆｉｅｌｄ－Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ Ｇａｔｅ Ａ
ｒｒａｙ）、コントローラ、マイクロコントローラ、マイクロプロセッサ、または他の電
子素子によって実現されるものであり、上記の方法を実行することに用いられる。
【０１５６】
　例示的な実施例において、命令を含む非一時的なコンピュータ可読記録媒体、例えば命
令を含むメモリ１５０４をさらに提供し、装置１５００のプロセッサ１５２０により上記
命令を実行して上記方法を実現する。例えば、上記非一時的なコンピュータ可読記録媒体
は、ＲＯＭ、ＲＡＭ、ＣＤ－ＲＯＭ、磁気テープ、フロッピー（登録商標）ディスク、光
データ記憶デバイス等である。
【０１５７】
　当業者は、明細書に対する理解、及び明細書に記載された発明に対する実施を通じて、
本発明の他の実施形態を容易に得ることができる。本発明は、本発明に対する任意の変形
、用途、または適応的な変化を含み、このような変形、用途、または適応的な変化は、本
発明の一般的な原理に従い、本発明では開示していない本技術分野の公知の知識、または
通常の技術手段を含む。明細書と実施例は、ただ例示的なものであって、本発明の真の範
囲と主旨は、以下の特許請求の範囲によって示される。
【０１５８】
　本発明は、上記で記述し、図面で図示した特定の構成に限定されず、その範囲を逸脱し
ない状況で、様々な修正と変更を実現できる。本発明の範囲は、添付される特許請求の範
囲のみにより限定される。
【０１５９】
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　本願は、出願番号が２０１５１０５４９１９０.７であり、出願日が２０１５年０８月
３１日である中国特許出願に基づき優先権を主張し、当該中国特許出願の全ての内容を本
願に援用する。
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