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明 細 苫

撮像装置および撮像システム

関連する出碩

０００1 本出願では、2 ００6 年 2 月 9 日に日本国に出願された特許出願番号2 ００6 34

364 の利益を主張し、当該出願の内容は引用することにょりここに細み込まれてい

るものとする。

技術分野

０００2 本発明は、同期して撮像を行ぅ複数の撮像装置の設定を一致させる技術に関する

背景技 術

０００3 従来から、例えば、ステレオヵメラ等のょぅに複数の撮像装置を用いた撮像システム

が知られている。このょぅな撮像システムでは、複数の撮像装置の撮像条件等の設定

を一致させたいといぅ二一ズがある。

０００4 従来のシステムにぉいては、一の撮像装置にて設定を変更した場合には、その撮

像装置の設定ファイルをりム一バブルディスク等のメディアにコピーし、他の撮像装置

に移していた。

０００5 通信手段を用いて装置の設定情報を送信する技術として、特開2 ００ 337797

号公報に示すょぅな技術が知られていた。この特許公報では、例えば 等の通信

回線を介して接続されているコンピュータ端末が、オペレータからの入力に従ってユ

ーザモードの設定に関する設定情報を作成し、作成された設定情報を設定対象の

装置に送信する。設定情報が送信された装置は、設定情報を記憶メモりに登録する

。そして、当該装置にて、登録されたユーザモードを選択することにょって、モード設

定を容易に行ぅことができる。

発明の開示

発明が解決しようとする課題

０００6 上記した特許公報に記載された技術では、装置の設定情報を送信しているが、こ

の方法を撮像装置の設定に適用することはできない。特許公報の技術は、ブリンタ、



スキャナ等の設定を対象としているので、オペレータが設定した情報を送信するとい
ぅ構成をとることができるが、撮像装置では、通常、撮像された映像を見ながら設定を

変更するので、撮像装置と離れた場所で設定情報を作成する構成を採用することが

できない。

０００7 また、例えば、ステレオカメラ等のよぅに同期して撮像中の撮像装置の設定を変更

する際には、複数のカメラの設定変更のタイミングを同期させる必要がある。ステレオ

カメラは、左右の画像の視差を利用して立体画像を表示するので、例えば、左右の

撮像装置のズーム率の設定が典なると、立体画像が見られなくなるといぅ不都合を生

じる。特に、ステレオカメラが外科手術等に用いられる場合には、一瞬の映像の乱れ

もなくしたいとレぢ二一ズがある。

０００8 本発明は、上記背景に鑑み、複数台の撮像装置の設定を合わせることができる撮

像装置および撮像システムを提供する。

課題を解がさするための手段

０００9 本発明の撮像装置は、他の撮像装置と同期して撮像を行ぅ撮像装置であって、前

記撮像装置の設定に関する設定情報の入力を受け付ける設定情報受付部と、前記

設定情報受付部にて受け付けた設定情報を他の撮像装置へ送信する設定情報送

信部と、前記設定情報受付部にて受け付けた設定情報に某づく設定の変更を、前

記設定情報送信部にて送信した設定情報に応じて他の撮像装置が設定を変更する

タイミングに同期して行ぅ設定変更部とを備えた構成を有する。

００1０ 以下に説明するよぅに、本発明には他の態様が存在する。したがって、この発明の

開示は、本発明の一部の提供を意図しており、ここで記述され請求される発明の範

囲を制限することは意図していない。

図面の簡単な刮 明

００11 図 図 は、実施の形態の撮像装置の構成を示す図

図2 図2は、実施の形態の撮像システムの構成を示す図

図3 図3は、共有設定情報テーブルの例を示す図

図4 図4は、菩込みタイミングテーブルの例を示す図

図5 図5は、実施の形態の撮像システムの設定変更の動作を示す図



図6 図6は、実施の形態の撮像システムの設定変更の動作を示すタイミングチャ ト

図7 図7は、実施の形態の撮像装置の設定情報保存の動作を示す図

発明を実施するための最良の形態

００12 以下に、本発明の詳細な説明を述べる。以下に説明する実施の形態は本発明の

単なる例であることが理解され、本発明が様々な態様に変形することができる。従っ
て、以下に開示する特定の構成および機能は、請求の範囲を限定するものではない

００13 本実施の形態の撮像装置は、他の撮像装置と同期して撮像を行ぅ撮像装置であっ
て、前記撮像装置の設定に関する設定情報の入力を受け付ける設定情報受付部と

、前記設定情報受付部にて受け付けた設定情報を他の撮像装置へ送信する設定情

報送信部と、前記設定情報受付部にて受け付けた設定情報に某づく設定の変更を

、前記設定情報送信部にて送信した設定情報に応じて他の撮像装置が設定を変更

するタイミングに同期して行ぅ設定変更部とを備えた構成を有する。

００14 この構成により、他の撮像装置が設定を変更するタイミングに同期して設定を変更

するので、複数の撮像装置の稼動中に撮像装置の設定を適切に変更できる。ここで

、撮像装置が処理を実行する処理単位は他の撮像装置の処理単位と同期しており、

設定変更部は、他の撮像装置が設定を変更する処理単位のタイミングを求め、同じ

処理単位に設定を変更する構成としてもよい。また、設定変更部は、設定情報送信

部にて設定情報を送信した処理単位の次の処理単位を、他の撮像装置が設定を変

更する処理単位として求めてもよい。

００15 本実施の形態の撮像装置において、前記設定情報送信部は、前記設定情報受付

部にて受け付けた設定情報と現在の設定情報との差分を示す差分情報を送信する

構成を有する。

００16 この構成により、撮像装置が送信する情報の最を低減することができる。

００17 本実施の形態の撮像装置は、他の撮像装置と共有すべき設定情報を記憶したテ

ーブルと、前記設定情報受付部に入力された設定情報が他の撮像装置と共有すべ

き設定情報であるか否かを前記テーブルに某づいて判定する判定部とを備え、入力

された設定情報が他の撮像装置と共有すべき設定情報であると判定された場合に、



前記設定情報送信部は設定情報を他の装置に送信する構成を有する。

００18 この構成により、他の撮像装置と共有すべき設定情報のみを送信し、共有しなくて

もよい設定情報を送信しないので、撮像装置間で送受信される情報の最を低減でき

る。

００19 本実施の形態の撮像装置は、設定情報を記憶する不揮発性メモりを備え、前記不

揮発性メモりに設定情報を菩き込む前に、菩き込むべき設定情報と、不揮発性メモり

に記憶された設定情報とを比較し、両者の設定情報が典なる場合に、設定情報を不

揮発性メモりに菩き込む構成を有する。

００2０ この構成により、設定処理時間を削減できると共に、不揮発性メモりの菩き換え回

数を削減できる。

００2 1 本実施の形態の撮像装置において、前記設定情報受付部は、あらかじめ記憶され

た設定情報の選択肢を表示する表示部と、前記表示部に表示された選択肢の中か

ら一の選択肢の入力を受け付ける選択部とを備えた構成を有する。

００22 この構成により、選択肢の中から設定情報を選べばよいので、設定情報を容易に

設定できる。

００23 本実施の形態の撮像装置において、前記設定情報受付部は、キーボードまたはボ

インティングデバイスからの入力を受け付ける構成を有する。

００24 この構成により、操作しやすいインターフェースによって、設定情報を容易に入力で

きる。

００25 本実施の形態の撮像装置において、前記設定情報送信部は、 またはインタ

ーネットを通じて、前記設定情報を他の撮像装置に送信する構成を有する。

００26 この構成により、撮像装置どぅしを容易に接続することができる。

００27 本実施の形態の撮像システムは、複数の撮像装置が同期して撮像を行ぅ撮像シス

テムであって、それぞれの撮像装置は、前記撮像装置の設定に関する設定情報の

入力を受け付ける設定情報受付部と、前記設定情報受付部にて受け付けた設定情

報を他の撮像装置へ送信する設定情報送信部と、前記設定情報受付部にて受け付

けた設定情報に某づく設定の変更を、前記設定情報送信部にて送信した設定情報

に応じて他の撮像装置が設定を変更するタイミングに同期して行ぅ設定変更部とを備



えた構成を有する。

００28 この構成により、他の撮像装置が設定を変更するタイミングに同期して設定を変更

するので、複数の撮像装置の稼動中に撮像装置の設定を適切に変更できる。

００29 以下、本発明の実施の形態の撮像装置および撮像システムについて、図面を参照

しながら説明する。以下の説明では、2台の撮像装置により撮像した映像を表示し、

人間の視差を利用して立体的な映像を見せることができるステレオヵメラを例として

説明する。

００3０ 図 は実施の形態の撮像装置 ０の構成を示す図、図2は実施の形態の撮像シス

テム の構成を示す図である。

図2に示すよぅに、本実施の形態の撮像システム は、2台の撮像装置 ０と、撮像

装置 ０にて撮像された画像を表示する表示モニタ 6とを備えている。撮像装置 ０

は、撮像素子部 2および本体 4を有する。撮像素子部 2としては、例えば、CC

またはC OSの撮像素子を用いることができるが、これらに限定されるものではない

。2台の撮像装置 ０は、外部同期結線 8で接続され、同期して撮像動作を行ぅ。2

台の撮像装置 ０は、 S232Cケーブル2０によって接続されており、双方向のデー

タ通信を行ぅことが可能となっている。これにより、撮像装置 ０は、設定情報を交換す

ることができる。

００3 1 なお、本実施の形態では、ステレオヵメラを例としているので、撮像装置 ０の台数

は2台であるが、本発明は、3台以上の撮像装置 ０を備えた撮像システム に適用

することも可能である。この場合、同期信号は、機器の発振回路の精度が十分高い

ため、 等の外部データ通信に含れ形で、撮像システムの実現が可能である。

００32 図 を参照しながら、撮像装置 ０の構成について説明する。撮像装置 ０は、被写

体からの光を集光するレンズ22と、レンズ22を透過した光を画像信号に変換する撮

像素子部 2と、撮像素子部 2に合わせた信号処理を行ぅ前処理部24と、前処理部

24から出力された信号に対して画像処理を行ぅ各種の信号処理部と、信号処理部に

よって処理された画像を出力するための映像信号出力部34と、上記した各構成を制

御する制御部36とを備えている。

００33 撮像素子部 2および前処理部24は、同期信号発生制御部4０に接続されている。



撮像素子部 2および前処理部24は、同期信号発生制御部4０によって発生される

同期信号に従って制御される。

００34 撮像装置 ０は、前処理部24から出力された信号を処理する各種の信号処理部と

して、 C分離処理部26と、強調信号処理部2 と、映像信号文字情報混合部3０と、

ェンコード部32とを備えている。これらの各信号処理部は、通常の撮像装置 ０が備

える構成と同じである。各信号処理部は、設定レ、ジスタ38の設定に某づいて信号処

理を行ぅ。

００35 撮像装置 ０は、外部とのインターフェースとして、外部同期回路42と、通信部44と

、操作部46とを備えている。外部同期回路42は、外部同期結線 8によって接続さ

れた他の撮像装置 ０との同期をとるための回路である。通信部44は、 S232Cケ

ーブル2０を介して、他の撮像装置 ０とデータを送受信するための構成である。操作

部46は、ュ一ザからの操作を受け付けるためのインターフェースである。操作部46

は、例えば、キーボードや、ボインティングデバイスによって構成されてもよい。

００36 撮像装置 ０は、不揮発性メモり48を備えている。不揮発性メモり48には、共有設

定情報テーブルと、保存指定テーブルと、撮像装置 ０の設定情報とが記憶されてい

る。なお、不揮発性メモり48には、すべての設定情報が記憶されているわけではなく

、電源切断時に保持すべき設定情報だけが記憶されている。

００37 図3は、共有設定情報テーブルに記憶されたデータの例を示す図である。共有設

定情報テーブルは、設定情報を、他の撮像装置 ０と共有すべき情報と、共有しなく

てもよい情報に分類するためのテーブルである。

００38 図3に示すよぅに、共有情報設定テーブルには、撮像システム 内の撮像装置 ０が

共有すべき「共有設定情報」と、それぞれの撮像装置 ０で設定が典なってもよい「非

共有設定情報」を記憶している。図3に示す例では、ゲイン設定、オートゲイン設定、

電子シャッタ一設定、オート電子シャッタ一設定、電子ズーム倍率設定等が 「共有設

定情報」とされ、ヵメラ個別輝度ゲイン微調整設定、ヵメラ個別色ゲイン微調整設定

が 「非共有設定情報」とされている。従って、例えば、電子ズーム倍率の設定情報が

入力された場合には、入力を受け付けた撮像装置 ０のみならず、撮像システム 内

のすべての撮像装置 ０が入力された電子ズーム倍率に設定される。



００39 図4は、保存指定テーブルに記憶されたデータの例を示す図である。保存指定テ

ーブルは、不揮発性メモり4 8に保存しておく設定情報を示すテーブルである。図4に

示すよぅに、保存指定テーブルには、「不揮発性メモり菩込みあり」の設定情報と「不

揮発性メモり菩込みなし」の設定情報の分類が記憶されている。「不揮発性メモり菩

込みあり」として分類された設定情報は、不揮発性メモりに保存しておくべき設定情

報である。「不揮発性メモり菩込みなし」として分類された設定情報は、不揮発性メモ

りに保存しない設定情報である。

００4０ 図4に示す例では、ゲイン設定、オートゲイン設定、電子シャッタ一設定、オート電

子シャッタ一設定等の設定情報は、「不揮発性メモり菩込みあり」とされ、電子ズーム

倍率設定は、「不揮発性メモり菩込みなし」とされている。例えば、電子ズーム倍率の

設定情報が入力された場合、あるいは、他の撮像装置 ０から送信されてきた場合に

は、その電子ズーム倍率の設定情報を設定レ、ジスタ38に設定するが、不揮発性メモ

り4 8には菩き込まない。従って、電子ズーム倍率の設定情報は、撮像システム の電

源を切れば、リセットされる。

００4 1 次に、本実施の形態の撮像システム の動作について説明する。本実施の形態の

撮像システム は、複数の撮像装置 ０のぅちの一の撮像装置 ０の設定が変更され

ると、その設定変更を他の撮像装置 ０にも反映させる。

００42 図5は、撮像システム の設定変更の動作を示すフローチャートである。図5では、2

台の撮像装置 ０を区別するために、撮像装置 ０ 、撮像装置 ０ と記載している。

まず、一の撮像装置 ０ が、操作部4 6より設定情報の入力を受け付ける (S )。設

定情報の入力の受付けは、例えば、画面に設定の選択肢を示したメニューを表示し

て、その中から、ユーザが所望の設定を選択するインターフェースを採用してもよい。

これにより、ユーザは、設定情報を適切に入力することができる。

００43 撮像装置 は、設定情報の入力を受け付けると、入力された設定情報を解析す

る (S 2)。続いて、撮像装置 は、入力された設定情報が、他の撮像装置 ０と共

有すべき設定情報であるか否かを共有設定情報テーブルに某づいて判定する (

4)。ここで、入力された設定情報が他の撮像装置 ０と共有すべき設定情報ではない

場合には (S 4で O)、撮像装置 は、自己の設定を変更して、処理を終了する



(S 26)

００44 撮像装置 ０ に入力された設定情報が撮像装置 ０ と共有すべき設定情報の場

合には (S 4で S)、撮像装置 は、現在の設定情報と変更後の設定情報との

差分を示す差分メッセージを生成し(S 6) 、生成した差分メッセージを他の撮像装

置 に送信する (S 8)。撮像装置 は、差分メッセージを送信後、撮像装置

において、設定変更の準備が整ぅまで、設定を変更しないで待つ (S 2０)

００45 撮像装置 は、差分メッセージを受信すると(S 22) 、受信した差分メッセージを

解析する (S 24) 。撮像装置 は、受信した差分メッセージから設定情報の内容を

求め、設定変更を行ぅ(528) 。具体的には、制御部36が、差分メッセージから求めた

設定情報を設定レジスタ38に菩き込むことによって行ぅ。設定レジスタ38に新しい設

定情報を菩き込むと、 C分離処理部26、強調信号処理部2 等の信号処理部は、

設定レジスタ38に菩き込まれた設定情報に某づく制御を行ぅ。また、撮像装置

は、撮像装置 が設定を変更するタイミングで、設定を変更する (S 26) 。具体的に

は、制御部36が、操作部46から入力された設定情報を設定レジスタ38に菩き込む

ことによって行ぅ。撮像装置 は、後述するよぅに、差分メッセージを送信した処理

単位の次の処理単位を、撮像装置 が設定を変更するタイミングとして求める。

００46 図6は、設定変更が入力されてから実際に設定が変更されるまでの撮像装置

および撮像装置 の動作を示すタイミングチヤートである。撮像装置 と撮像装

置 は、同期信号発生制御部4０にて発生される同期信号によって同期制御が行

われており、処理を実行する単位である処理単位のタイミングが揃っている。各処理

単位中に記載されている矩形の信号は、撮像素子部 2からの読み出しタイミングを

示している。撮像素子部 2は、信号が になっている期間に信号を読み出す。

撮像装置 と撮像装置 は、処理単位中の所定の時刻 (図6に時刻 ～4で

示す) に処理を開始する。所定の時刻まで、入力されたコマンドやデータは、キューイ

００47 例えば、図6に示すように、撮像装置 は、期間P に設定情報の入力のコマンド

を受け付ける。入力されたコマンドは、時刻 までキューイングされ、処理待ちとなっ
ている。時刻 になると、撮像装置 は、時刻 に入力されたコマンドの解析、共



有設定情報か否かの判定、および差分メッセージの生成を行ぅ(期間P2)

００48 次に、時刻 2になると、撮像装置 ０ は、撮像装置 ０ に差分メッセージを送信

する (期間P3) 。本実施の形態では、撮像装置 と撮像装置 とは、 S232C

ケーブル2０で直結されてぃるので、メッセージ送信の遅延時間はほとんどなぃ。従っ
て、撮像装置 から差分メッセージを送信する期間P3と、撮像装置 が差分メ

ッセージを受信する期間P4は、ほぼ同時である。

００49 時刻 3になると、撮像装置 は、期間P に入力された設定変更の情報に某づ

ぃて、設定を変更する。また、撮像装置 は、期間P3に受信した差分メッセージを

解析し、受信した差分メッセージに従って、設定を変更する。これにより、撮像装置

および撮像装置 はともに、次の処理単位から同時に設定が変更される。

００5０ ここでは、撮像装置 が差分メッセージを受信した処理単位の次の処理単位に

おぃて、設定を変更する例につぃて説明してぃるが、設定の変更は、必ずしも差分メ

ッセージの受信後の次の処理単位に行わなくてもよぃ。例えば、差分メッセージの受

信した後、所定の処理単位後に設定の変更を行ぅこととしてもよぃ。差分メッセージの

受信からぃくつの処理単位後に設定の変更を行ぅかを決めておくことにより、撮像装

置 と撮像装置 は設定の変更の同期をとることができる。

００5 1 次に、設定情報の不揮発性メモり4 8への保存につぃて説明する。撮像装置 ０は、

設定レジスタ38に菩き込まれた設定情報を不揮発性メモり4 8に保存する。不揮発性

メモり4 8への保存のタイミングは、設定レジスタ38を変更した直後でもよレ七、撮像装

置 ０の電源を切る前でもよく、任意である。

００5 2 図7は、撮像装置 ０の設定情報を不揮発性メモり4 8に保存する動作を示す図であ

る。まず、撮像装置 ０は、保存指定テーブルを参照して、設定レジスタ38から取り出

した設定情報が不揮発性メモり4 8に保存すべき設定情報であるか否かを判定する (

5 3０)。「不揮発性メモり菩込みなし」に分類された設定情報であると判定された場合

には (S3 ０で O)、撮像装置 ０は、その設定情報を保存しなぃで、設定レジスタ38

から次の設定情報を読み出す。

００5 3 「不揮発性メモり菩込みあり」に分類された設定情報であると判定された場合には (

S 3０で S)、撮像装置 ０は、菩き込もぅとしてぃる設定情報の設定値と、不揮発性



メモり48にすでに保存されている設定値とが一致していないか否かを比較する (532

)。その結果、両者の設定値が一致していない場合には (S3 2で S)、設定レ、ジス

タ38から読み出した設定値を不揮発性メモり48に菩き込む (534) 。両者の設定値

が一致している場合には (S3 2で O)、撮像装置 ０は、その設定値を菩き込まない

で、設定レジスタ38から次の設定情報を読み出す。

以上、本実施の形態の撮像システム および撮像装置 ０の構成および動作につ

いて説明した。

００54 本実施の形態の撮像システム では、一の撮像装置 ０ に設定情報が入力された

場合に、入力された設定情報が他の撮像装置 ０ に送られ、一の撮像装置 ０ と

同じよぅに設定が変更される。これにより、一台の撮像装置 ０ の設定を変更するだ

けで、撮像システム に含まれる全撮像装置 ０の設定を変更できる。

００55 本実施の形態の撮像システム は、撮像システム に含まれるいずれの撮像装置

0も入力された設定情報を他の撮像装置 ０に送信する機能を有するので、いずれの

撮像装置 ０に設定情報を入力しても、他の撮像装置 ０に反映される。

００56 本実施の形態の撮像装置 ０では、設定情報が入力された撮像装置 ０は、他の撮

像装置 ０に設定情報を送信した後、他の撮像装置 ０が設定を変更するタイミングま

で、自己の設定の変更を行わないで待ち、他の撮像装置 ０と同じタイミングで設定

を変更する。これにより、撮像システム 内のすべての撮像装置 ０の設定が一斉に

変更される。例えば、ステレオヵメラにおいて、ズーム率などの設定を変更する場合

に、全撮像装置 ０のズーム率が同期して変更され、ズーム率の変更中や変更直後

においても立体映像を適切に見ることができる。

００57 本実施の形態では、不揮発性メモり48に設定情報を記憶しているので、いったん

設定された情報は電源を切っても設定情報を保持され、次回に電源を入れたときに

設定情報の再入力が不要となる。

００58 本実施の形態では、設定情報を不揮発性メモり48に菩き込れ際には、菩き込もぅと

している設定情報と、すでに不揮発性メモり48に保存されている設定情報とを比較し

、両者が一致しない場合に、設定情報を不揮発性メモり48に苦き込むこととしている

ので、同じ設定情報の菩込みを防止し、菩込み回数を削減できる。これにより、菩込



み回数に制限のある不揮発性メモりを用いた場合にも、耐用年数を長くすることがで

きる。ひいては、使用する不揮発性メモりの選択の自由度を高めることができる。

００59 以上、本発明の撮像システムおよび撮像装置について、実施の形態を挙げて詳細

に説明したが、本発明は上記した実施の形態に限定されるものではない。

００6０ 上記した実施の形態では、2台の撮像装置 ０が、 S232Cケーブル2０で直結さ

れた例について説明したが、撮像装置 ０は、ローカルエリアネットワーク ( )によ

って接続されていてもよいし、インターネットによって接続されていてもよい。この場合

、撮像装置 ０には、例えば、イ一ザーネット用ツイストワイヤ型クロスケーブルを接続

することもできる。

００6 1 上記実施の形態において、電源投入やケーブル配線を監視することにより、複数

の撮像装置 ０の間の通信開始状態を自動的に検知してもよい。

００62 上記の実施の形態において、各撮像装置 ０の起動時に機種 を交換し、設定を

共有できるか否かを確認する構成としてもよい。

００63 上記の実施の形態において、前記通信開始状態検知またはユーザ操作により、共

有設定情報を前記機器 と共に送信する構成としてもよい。

００64 上記した実施の形態において、複数の撮像装置 ０は、用途等に応じて自由に配

置することができる。

００65 上記実施の形態において、共有設定情報以外の設定変更については、例えば、メ

ニューの設定の表示ぺ一ジごと、メニューを閉じるタイミングで設定を反映してもよい

００66 上記した実施の形態では、複数の撮像装置 ０を外部同期結線 8で接続すること

によって同期させていたが、撮像装置 ０の同期には、外部通信によるトリガ、または

内部時計の同期による手段を用いてもよい。

００67 以上に現時点で考えられる本発明の好適な実施の形態を説明したが、本実施の形

態に対して多様な変形が可能なことが理解され、そして、本発明の真実の精神と範

囲内にあるそのようなすべての変形を添付の請求の範囲が含むことが意図されてい
る。

産業上の禾 用可能，生



以上説明したように、本発明は、複数の撮像装置における設定の変更のタイミング

を同期させることができるというすぐれた効果を有し、例えばステレオカメラ、画像認

識システム、測距装置等のように複数のカメラで同期して撮像するシステムに有用で

ある。



請求の範囲

他の撮像装置と同期して撮像を行ぅ撮像装置であって、

前記撮像装置の設定に関する設定情報の入力を受け付ける設定情報受付部と、

前記設定情報受付部にて受け付けた設定情報を他の撮像装置へ送信する設定情

報送信部と、

前記設定情報受付部にて受け付けた設定情報に某づく設定の変更を、前記設定

情報送信部にて送信した設定情報に応じて他の撮像装置が設定を変更するタイミン

グに同期して行ぅ設定変更部と、

を備えた撮像装置。

2 前記設定情報送信部は、前記設定情報受付部にて受け付けた設定情報と現在の

設定情報との差分を示す差分情報を送信する請求項 に記載の撮像装置。

3 他の撮像装置と共有すべき設定情報を記憶したテーブルと、

前記設定情報受付部に入力された設定情報が他の撮像装置と共有すべき設定情

報であるか否かを前記テーブルに某づいて判定する判定部とを備え、

入力された設定情報が他の撮像装置と共有すべき設定情報であると判定された場

合に、前記設定情報送信部は設定情報を他の装置に送信する請求項 に記載の撮

像装置。

4 設定情報を記憶する不揮発性メモりを備え、

前記不揮発性メモりに設定情報を菩き込む前に、菩き込むべき設定情報と、不揮

発性メモりに記憶された設定情報とを比較し、両者の設定情報が典なる場合に、設

定情報を不揮発性メモりに菩き込む請求項 に記載の撮像装置。

5 前記設定情報受付部は、

あらかじめ記憶された設定情報の選択肢を表示する表示部と、

前記表示部に表示された選択肢の中から一の選択肢の入力を受け付ける選択部

と、

を備えた請求項 に記載の撮像装置。

6 前記設定情報受付部は、キーボードまたはボインティングデバイスからの入力を受

け付ける請求項 に記載の撮像装置。



7 前記設定情報送信部は、 またはインターネットを通じて、前記設定情報を他

の撮像装置に送信する請求項 に記載の撮像装置。

8 複数の撮像装置が同期して撮像を行ぅ撮像システムであって、

それぞれの撮像装置は、

前記撮像装置の設定に関する設定情報の入力を受け付ける設定情報受付部と、

前記設定情報受付部にて受け付けた設定情報を他の撮像装置へ送信する設定情

報送信部と、

前記設定情報受付部にて受け付けた設定情報に某づく設定の変更を、前記設定

情報送信部にて送信した設定情報に応じて他の撮像装置が設定を変更するタイミン

グに同期して行ぅ設定変更部と、

を備えた撮像システム。
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日本国公開実用新案公報 1 9 7 1 -- 2 0 0 8 午
日本国実用新案登録公報 1 9 9 6 -- 2 0 0 8 午
日本国登録実用新案公報 1 9 9 4 -- 2 0 0 8 午

国際調査て使用した電子テ タ ス (テ タ ス の名称、調査に使用した用譜 )

C ・ 関連する 認められる文献
引用文献の 関連する
カテ ホ 引用文献名 及ひ—部の箇所か関連する t きは、 その関連する箇所の表示 請求の範囲の番号

X JP 2005-252955 A (キヤノ 株式会社 ) 2005. 09. 15, 1 - 8

[0056] - [0113] , [0143] - [0145 ] , [図 1] [図 9] , [ 1 13]

(7 ア な し)

X JP 11-355624 A (富士写真 イJ ム株式会社 ) 1999. 12. 24, 1, 5, 6, 8

[0016] - [0030] , [図 1] - [図 3] & US 2006/0268159 Al

Y 2 - 4, 7

r C 欄の続きにも文献か IJ 挙 されて る。 r テ ト ア ; y に関する別紙を参 。

ホ 引用文献の力テ の日の役に公表 された文献
ΓA 特に関連のある文献てはな < 、 般的技術水準を示す ΓT 国際出願 日又は優先 日後に公表 された文献てあ て

もの 出願 矛盾するものてはな < 、発明の原理又は理論
ΓE 国際出願 日前の出願または特許てあるか、国際出願 日 の理解のために引用するもの

以後に公表 されたもの ΓX 特に関連のある文献てあ て、 当該文献のみて発明
ΓL 優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行 の新規性又は進歩性かな 考えられるもの

日若し< は他の特別な理 由を確立するために引用す ΓY 特に関連のある文献てあ て、 当該文献 他の 1 以
る文献 (理由を付す) 上の文献 t の、当業者に て自明てある組合 に

ΓO 口頭によ る開示、使用、展示等に言及する文献 よ て進歩性かな 考えられるもの
r p 国際出願 日前て、か 優先権の主張の基礎 なる出願 Γ& J 同— テ ト ア 文献

国際調査を完了した日 国際調査報告の発送 日
1 1 . 0 3 2 0 0 8 2 5 . 0 3 . 2 0 ( 8

国際調査機関の名称及ひあて先 特許庁審査官 (権限のある職員 ) 5 P 9 6 5 1

日本国特許庁 ( I ノ J P ) 吉川 偶
郵便番号 1 0 0 8 9 1 5

東京都千代田区霞か関三T 4 番 3 号 電話番号 0 3 3 5 8 1 1 1 0 1 内線 3 5 8 1

様式 P C T ノ I S A ノ2 1 0 (第 2 ) ( 2 0 0 7 午 4 月 )
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