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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　近距離無線通信を利用して他の情報処理装置と通信を行う通信部と、
　前記他の情報処理装置を用いた動作により生成されるコンテンツに関するメタデータと
前記コンテンツを格納する記憶部と、
　前記通信部を介して前記他の情報処理装置との接触または近接が検出された場合に、前
記メタデータに基づいて、前記記憶部に予め記録されているコンテンツの中から前記他の
情報処理装置に送信するコンテンツを抽出し、抽出されたコンテンツを送信する制御を行
う制御部と
を具備する情報処理装置。
【請求項２】
　前記制御部は、無線通信を利用して接続される前記他の情報処理装置からの記録指示に
基づいて前記動作により生成されたコンテンツの前記記憶部への記録処理を行い、前記他
の情報処理装置を識別するための識別情報を当該コンテンツに前記メタデータとして関連
付けて記録する請求項１記載の情報処理装置。
【請求項３】
　前記制御部は、前記記録指示が行われた際に前記情報処理装置が複数の情報処理装置と
接続されている場合には、前記複数の情報処理装置のうちの前記記録指示を行った前記他
の情報処理装置を識別するための識別情報を前記メタデータとして記録する請求項２記載
の情報処理装置。
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【請求項４】
　前記制御部は、前記記録指示が行われた際に前記情報処理装置が複数の情報処理装置と
接続されている場合には、前記記録指示を行った前記他の情報処理装置を含む前記複数の
情報処理装置のそれぞれを識別するための識別情報を前記メタデータとして記録する請求
項２記載の情報処理装置。
【請求項５】
　前記制御部は、前記記憶部に記録されているコンテンツのうち前記他の情報処理装置に
係る識別情報が関連付けられているコンテンツを前記他の情報処理装置に送信する請求項
２から４のいずれかに記載の情報処理装置。
【請求項６】
　前記制御部は、接触または近接が検出されたことに応じて前記他の情報処理装置から送
信された識別情報を受信して当該識別情報に基づいて前記他の情報処理装置に送信するコ
ンテンツを選択する請求項５記載の情報処理装置。
【請求項７】
　前記制御部は、送信条件を満たすコンテンツを前記メタデータに基づいて前記記憶部か
ら抽出して前記他の情報処理装置に送信する請求項１から６のいずれかに記載の情報処理
装置。
【請求項８】
　前記制御部は、前記コンテンツの生成日時と、前記コンテンツに含まれる被写体の属性
と、前記コンテンツに人物が含まれるか否かとのうちの少なくとも１つを前記メタデータ
として用いて、前記送信条件を満たすコンテンツを前記記憶部から抽出する請求項７記載
の情報処理装置。
【請求項９】
　前記制御部は、前記他の情報処理装置のユーザに関連するコンテンツを前記メタデータ
に含まれる個人識別情報に基づいて前記記憶部から抽出して前記他の情報処理装置に送信
する請求項１から４のいずれかに記載の情報処理装置。
【請求項１０】
　前記制御部は、前記情報処理装置に接触または近接する前記他の情報処理装置に前記記
憶部に記録されているコンテンツを送信する請求項１から９のいずれかに記載の情報処理
装置。
【請求項１１】
　被写体を撮像して前記被写体を含むコンテンツを生成する撮像部をさらに具備し、
　前記制御部は、前記生成されたコンテンツと当該コンテンツに関するメタデータとを関
連付けて前記記憶部に記録させる
請求項１から１０のいずれかに記載の情報処理装置。
【請求項１２】
　近距離無線通信を利用して情報処理装置と通信を行う通信部と、前記情報処理装置を用
いた動作により生成されるコンテンツに関するメタデータと前記コンテンツを格納する記
憶部と、前記通信部を介して前記情報処理装置との接触または近接が検出された場合に、
前記メタデータに基づいて、前記記憶部に予め記録されているコンテンツの中から他の情
報処理装置に送信するコンテンツを抽出し、抽出されたコンテンツを送信する制御を行う
制御部とを備える撮像装置と、
　前記撮像装置から送信されたコンテンツを表示部に表示させる情報処理装置と
を具備する情報処理システム。
【請求項１３】
　通信部が、近距離無線通信を利用して他の情報処理装置と通信を行う通信手順と、
　前記他の情報処理装置を用いた動作により生成されるコンテンツに関するメタデータと
前記コンテンツを記憶部に格納する手順と、
　前記通信部を介して前記他の情報処理装置との接触または近接が検出された場合に、前
記メタデータに基づいて、前記記憶部に予め記録されているコンテンツの中から前記他の



(3) JP 6387700 B2 2018.9.12

10

20

30

40

50

情報処理装置に送信するコンテンツを抽出し、抽出されたコンテンツを送信する制御を行
う制御手順と
を具備する情報処理装置の制御方法。
【請求項１４】
　近距離無線通信を利用して他の情報処理装置と通信を行う通信手順と、
　通信部が、前記他の情報処理装置を用いた動作により生成されるコンテンツに関するメ
タデータと前記コンテンツを記憶部に格納する手順と、
　前記通信部を介して前記他の情報処理装置との接触または近接が検出された場合に、前
記メタデータに基づいて、前記記憶部に予め記録されているコンテンツの中から前記他の
情報処理装置に送信するコンテンツを抽出し、抽出されたコンテンツを送信する制御を行
う制御手順と
をコンピュータに実行させるプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本技術は、情報処理装置に関する。詳しくは、撮像動作により生成されたコンテンツを
扱う情報処理装置、情報処理システムおよびこれらの制御方法ならびに当該方法をコンピ
ュータに実行させるプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、被写体を撮像して画像（画像データ）を生成し、この画像をコンテンツとして記
録するデジタルスチルカメラやデジタルビデオカメラ（例えば、カメラ一体型レコーダ）
等の撮像装置が普及している。また、無線通信を利用して各種データのやり取りを行う無
線通信技術が存在する。
【０００３】
　また、無線通信を利用して他の装置により撮像装置を操作する技術が存在する。例えば
、表示部に表示されている操作スイッチ画像に対する接触操作が検出されると、その接触
操作が行われた操作スイッチ画像に対応する動作を撮像装置に実行させる電子機器が提案
されている（例えば、特許文献１参照。）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００９－９４５９１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　上述の従来技術では、無線通信を利用して電子機器により撮像装置を操作することがで
きるため、例えば、撮像装置および電子機器間が離れている場合でも、電子機器を用いて
撮像装置を操作することができる。
【０００６】
　ここで、例えば、無線通信を利用して撮像装置を操作することが可能な情報処理装置を
用いて撮像動作を行う場合を想定する。この場合には、その撮像動作により生成された画
像（画像コンテンツ）を撮像装置に記録することができる。また、撮像装置に記録された
画像を情報処理装置において使用する場合には、撮像装置から情報処理装置に画像を送信
することができる。このように、撮像装置から情報処理装置に画像を送信する場合には、
その画像送信を適切に行うことが重要である。
【０００７】
　本技術はこのような状況に鑑みて生み出されたものであり、装置間のコンテンツ送信を
適切に行うことを目的とする。
【課題を解決するための手段】
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【０００８】
　本技術は、上述の問題点を解消するためになされたものであり、その第１の側面は、近
距離無線通信を利用して他の情報処理装置との接触または近接が検出された場合に、上記
他の情報処理装置を用いた動作により生成されて記録媒体に記録されたコンテンツに関す
るメタデータに基づいて、上記記録媒体に記録されているコンテンツを上記他の情報処理
装置に送信する制御を行う制御部を具備する情報処理装置およびその制御方法ならびに当
該方法をコンピュータに実行させるプログラムである。これにより、コンテンツに関する
メタデータに基づいて、そのコンテンツを他の情報処理装置に送信するという作用をもた
らす。
【０００９】
　また、この第１の側面において、上記制御部は、無線通信を利用して接続される上記他
の情報処理装置からの記録指示に基づいて上記動作により生成されたコンテンツの上記記
録媒体への記録処理を行い、上記他の情報処理装置を識別するための識別情報を当該コン
テンツに上記メタデータとして関連付けて記録するようにしてもよい。これにより、他の
情報処理装置からの記録指示に基づいてコンテンツの記録媒体への記録処理を行い、他の
情報処理装置を識別するための識別情報をそのコンテンツに関連付けて記録するという作
用をもたらす。
【００１０】
　また、この第１の側面において、上記制御部は、上記記録指示が行われた際に上記情報
処理装置が複数の情報処理装置と接続されている場合には、上記複数の情報処理装置のう
ちの上記記録指示を行った上記他の情報処理装置を識別するための識別情報を上記メタデ
ータとして記録するようにしてもよい。これにより、コンテンツの記録指示が行われた際
に複数の情報処理装置と接続されている場合には、複数の情報処理装置のうちの記録指示
を行った情報処理装置を識別するための識別情報をメタデータとして記録するという作用
をもたらす。
【００１１】
　また、この第１の側面において、上記制御部は、上記記録指示が行われた際に上記情報
処理装置が複数の情報処理装置と接続されている場合には、上記記録指示を行った上記他
の情報処理装置を含む上記複数の情報処理装置のそれぞれを識別するための識別情報を上
記メタデータとして記録するようにしてもよい。これにより、コンテンツの記録指示が行
われた際に複数の情報処理装置と接続されている場合には、その記録指示を行った情報処
理装置を含む複数の情報処理装置のそれぞれを識別するための識別情報をメタデータとし
て記録するという作用をもたらす。
【００１２】
　また、この第１の側面において、上記制御部は、上記記録媒体に記録されているコンテ
ンツのうち上記他の情報処理装置に係る識別情報が関連付けられているコンテンツを上記
他の情報処理装置に送信するようにしてもよい。これにより、記録媒体に記録されている
コンテンツのうち、情報処理装置に係る識別情報が関連付けられているコンテンツをその
情報処理装置に送信するという作用をもたらす。
【００１３】
　また、この第１の側面において、上記制御部は、接触または近接が検出されたことに応
じて上記他の情報処理装置から送信された識別情報を受信して当該識別情報に基づいて上
記他の情報処理装置に送信するコンテンツを選択するようにしてもよい。これにより、接
触または近接が検出されたことに応じて他の情報処理装置から送信された識別情報に基づ
いて他の情報処理装置に送信するコンテンツを選択するという作用をもたらす。
【００１４】
　また、この第１の側面において、上記制御部は、送信条件を満たすコンテンツを上記メ
タデータに基づいて上記記録媒体から抽出して上記他の情報処理装置に送信するようにし
てもよい。これにより、送信条件を満たすコンテンツをメタデータに基づいて記録媒体か
ら抽出して他の情報処理装置に送信するという作用をもたらす。
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【００１５】
　また、この第１の側面において、上記制御部は、上記コンテンツの生成日時と、上記コ
ンテンツに含まれる被写体の属性と、上記コンテンツに人物が含まれるか否かとのうちの
少なくとも１つを上記メタデータとして用いて、上記送信条件を満たすコンテンツを上記
記録媒体から抽出するようにしてもよい。これにより、各情報のうちの少なくとも１つを
メタデータとして用いて、送信条件を満たすコンテンツを記録媒体から抽出するという作
用をもたらす。
【００１６】
　また、この第１の側面において、上記制御部は、上記他の情報処理装置のユーザに関連
するコンテンツを上記メタデータに含まれる個人識別情報に基づいて上記記録媒体から抽
出して上記他の情報処理装置に送信するようにしてもよい。これにより、他の情報処理装
置のユーザに関連するコンテンツをメタデータに含まれる個人識別情報に基づいて記録媒
体から抽出して他の情報処理装置に送信するという作用をもたらす。
【００１７】
　また、この第１の側面において、上記制御部は、上記情報処理装置に接触または近接す
る上記他の情報処理装置に上記記録媒体に記録されているコンテンツを送信するようにし
てもよい。これにより、情報処理装置に接触または近接する他の情報処理装置に、記録媒
体に記録されているコンテンツを送信するという作用をもたらす。
【００１８】
　また、この第１の側面において、被写体を撮像して上記被写体を含むコンテンツを生成
する撮像部をさらに具備し、上記制御部は、上記生成されたコンテンツと当該コンテンツ
に関するメタデータとを関連付けて上記記録媒体に記録させるようにしてもよい。これに
より、撮像部により生成されたコンテンツと、このコンテンツに関するメタデータとを関
連付けて記録媒体に記録させるという作用をもたらす。
【００１９】
　また、本技術の第２の側面は、近距離無線通信を利用して情報処理装置との接触または
近接が検出された場合に、上記情報処理装置を用いた動作により生成されて記録媒体に記
録されたコンテンツに関するメタデータに基づいて、上記記録媒体に記録されているコン
テンツを、接触または近接する上記情報処理装置に送信する撮像装置と、上記撮像装置か
ら送信されたコンテンツを表示部に表示させる情報処理装置とを具備する情報処理システ
ムおよびその制御方法ならびに当該方法をコンピュータに実行させるプログラムである。
これにより、撮像装置は、コンテンツに関するメタデータに基づいて、そのコンテンツを
接触または近接する情報処理装置に送信し、情報処理装置は、撮像装置から送信されたコ
ンテンツを表示部に表示させるという作用をもたらす。
【発明の効果】
【００２０】
　本技術によれば、装置間のコンテンツ送信を適切に行うことができるという優れた効果
を奏し得る。なお、ここに記載された効果は必ずしも限定されるものではなく、本開示中
に記載されたいずれかの効果であってもよい。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】本技術の実施の形態における撮像装置１００の外観構成を示す図である。
【図２】本技術の実施の形態における撮像装置１００を情報処理装置２００に取り付けた
場合の外観構成を示す図である。
【図３】本技術の実施の形態における撮像装置１００および情報処理装置２００の機能構
成例を示すブロック図である。
【図４】本技術の第１の実施の形態における撮像装置１００のハードウェア構成の一例を
示す図である。
【図５】本技術の第１の実施の形態における情報処理装置２００のハードウェア構成の一
例を示す図である。
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【図６】本技術の実施の形態における撮像装置１００の記憶部１３０に格納されるコンテ
ンツ管理ファイル３００の内容例を模式的に示す図である。
【図７】本技術の実施の形態における撮像装置１００および情報処理装置２００の使用例
を示す図である。
【図８】本技術の実施の形態における撮像装置１００から情報処理装置２００に画像を送
信する場合におけるユーザ操作の一例を示す図である。
【図９】本技術の実施の形態における撮像装置１００から情報処理装置２００に送信され
る画像の一例を示す図である。
【図１０】本技術の実施の形態における撮像装置１００による画像送信処理の処理手順の
一例を示すフローチャートである。
【図１１】本技術の実施の形態における情報処理装置２００による画像受信処理の処理手
順の一例を示すフローチャートである。
【図１２】本技術の実施の形態における撮像装置１００の記憶部１３０に格納される個人
顔情報管理ファイル４００の内容例を模式的に示す図である。
【図１３】本技術の実施の形態における撮像装置１００による画像送信処理の処理手順の
一例を示すフローチャートである。
【図１４】本技術の実施の形態における撮像装置１００による画像送信処理の処理手順の
一例を示すフローチャートである。
【図１５】本技術の実施の形態における撮像装置１００と複数の情報処理装置２００乃至
２０２とを同時に接続して撮像動作を行う場合の例を示す図である。
【図１６】本技術の実施の形態における撮像装置１００の記憶部１３０に格納されるコン
テンツ管理ファイル５００の内容例を模式的に示す図である。
【図１７】本技術の実施の形態における撮像装置１００による画像記録処理の処理手順の
一例を示すフローチャートである。
【図１８】本技術の実施の形態における撮像装置１００による画像送信処理の処理手順の
一例を示すフローチャートである。
【図１９】本技術の実施の形態における撮像装置１００による画像送信処理の処理手順の
一例を示すフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
　以下、本技術を実施するための形態（以下、実施の形態と称する）について説明する。
説明は以下の順序により行う。
　１．実施の形態（撮像装置に記憶されているコンテンツを情報処理装置に送信する例）
【００２３】
　＜１．第１の実施の形態＞
　［撮像装置の外観構成例］
　図１は、本技術の実施の形態における撮像装置１００の外観構成を示す図である。図１
のａには、撮像装置１００の正面図を示し、図１のｂには、撮像装置１００の側面図（矢
印Ａから見た場合における側面図）を示す。
【００２４】
　また、本技術の実施の形態では、撮像装置１００を、円筒形（円柱形）の撮像装置（例
えば、レンズスタイルのカメラ）とする例を示す。すなわち、撮像装置１００の形状を、
一般の撮像装置（例えば、一体型カメラ）のレンズ部分を取り出したような形状とする例
を示す。また、撮像装置１００は、例えば、デジタルスチルカメラやデジタルビデオカメ
ラ（例えば、カメラ一体型レコーダ）により実現される。
【００２５】
　撮像装置１００は、操作部材１６１乃至１６３と、鏡筒１７０とを備える。鏡筒１７０
は、光学系、撮像系等の各部材を収容するものである。
【００２６】
　また、撮像装置１００には、アダプタ１８０が取り付けられる。アダプタ１８０は、取
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付部材１８１、１８２を備え、撮像装置１００の後方の面（図１のａに示すレンズ側の面
の反対側の面）に着脱可能な取付部材（アタッチメント）である。なお、図１では、鏡筒
１７０およびアダプタ１８０を異なる部材として構成する例を示すが、鏡筒１７０および
アダプタ１８０を一体として構成するようにしてもよい。
【００２７】
　操作部材１６１乃至１６３は、各種の操作入力を行う際に用いられる操作部材である。
例えば、操作部材１６１は、撮像装置１００のシャッター操作（撮像部１１０（図３に示
す）により生成される画像（画像データ）を画像コンテンツとして記録するための操作）
を行う際に用いられる操作部材（シャッターボタン）である。また、操作部材１６２は、
撮像装置１００のズーム操作を行う際に用いられる操作部材（ズームレバー）である。ま
た、操作部材１６３は、撮像装置１００の電源のオンオフ操作を行う際に用いられる操作
部材（電源ボタン）である。
【００２８】
　取付部材１８１、１８２は、撮像装置１００を他の装置（例えば、図２に示す情報処理
装置２００）に取り付ける際に用いられる挟持部材である。例えば、他の装置の形状、サ
イズに応じて、取付部材１８１を矢印１８３方向に移動させ、取付部材１８２を矢印１８
４方向に移動させることにより、撮像装置１００をその装置に取り付けることができる。
すなわち、取付部材１８１、１８２は、撮像装置１００を他の装置に固定するための挟持
部材である。また、撮像装置１００を他の装置に装着する場合のアタッチメント面を装着
面１８５（図１のａに示すレンズ側の面の反対側の面）として示す。なお、撮像装置１０
０を他の装置に取り付ける場合の例を図２に示す。
【００２９】
　このように、撮像装置１００は、例えば、通常の撮像動作を行うことが可能であるとと
もに、他の装置（例えば、スマートフォン）に装着して使用することができる。また、他
の装置に装着して使用する場合には、他の装置を用いた遠隔操作により撮像装置１００を
操作することができる。
【００３０】
　［撮像装置の取付例］
　図２は、本技術の実施の形態における撮像装置１００を情報処理装置２００に取り付け
た場合の外観構成を示す図である。
【００３１】
　図２のａおよびｂには、情報処理装置２００の一面（撮像部２９２が備えられている面
）に撮像装置１００を取り付けた場合の例を示す。図２のａには、情報処理装置２００に
撮像装置１００を取り付けた場合の正面図を示す。また、図２のｂには、情報処理装置２
００に撮像装置１００を取り付けた場合の斜視図を示す。
【００３２】
　情報処理装置２００は、操作部材２２１乃至２２３と、入出力部２４０（図３、図７等
に示す）と、音声出力部２８０と、発光部２９１と、撮像部２９２とを備える。なお、情
報処理装置２００は、例えば、スマートフォン、タブレット端末、ノートパソコン等の情
報処理装置により実現される。
【００３３】
　操作部材２２１乃至２２３は、各種の操作入力を行う際に用いられる操作部材である。
例えば、操作部材２２１は、情報処理装置２００のシャッター操作（撮像部２９２により
生成される画像（画像データ）を画像コンテンツとして記録するための操作）を行う際に
用いられる操作部材（シャッターボタン）である。また、操作部材２２２は、音声出力部
２８０から出力される音量を調整するための操作を行う際に用いられる操作部材（音量調
整ボタン（音量バー））である。また、操作部材２２３は、情報処理装置２００の電源の
オンオフ操作を行う際に用いられる操作部材（電源ボタン）である。
【００３４】
　入出力部２４０は、各種画像を表示するとともに、入出力部２４０の表示面に近接また
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は接触する物体の検出状態に基づいてユーザからの操作入力を受け付けるものである。
【００３５】
　音声出力部２８０は、各種の音声情報を出力するものである。
【００３６】
　発光部２９１は、被写体に対して光を発光させる発光装置である。発光部２９１は、例
えば、夜間や室内等のように十分な明るさが期待できない環境において情報処理装置２０
０を用いて撮像動作を行う際に用いられる。
【００３７】
　撮像部２９２は、被写体を撮像して画像（画像データ）を生成するものである。
【００３８】
　図２に示すように、アダプタ１８０の取付部材１８１、１８２により情報処理装置２０
０の本体を挟むことにより、撮像装置１００を情報処理装置２００に固定することができ
る。なお、情報処理装置２００における他の部分（図２に示す部分以外の部分）に撮像装
置１００を取り付けるようにしてもよい。
【００３９】
　［撮像装置および情報処理装置の機能構成例］
　図３は、本技術の実施の形態における撮像装置１００および情報処理装置２００の機能
構成例を示すブロック図である。なお、撮像装置１００は、特許請求の範囲に記載の情報
処理装置の一例である。また、情報処理装置２００は、特許請求の範囲に記載の他の情報
処理装置の一例である。また、撮像装置１００および情報処理装置２００により構成され
る情報処理システムは、特許請求の範囲に記載の情報処理システムの一例である。
【００４０】
　［撮像装置の機能構成例］
　撮像装置１００は、撮像部１１０と、画像処理部１２０と、記憶部１３０と、制御部１
４０と、無線通信部１５０と、操作受付部１６０とを備える。
【００４１】
　撮像部１１０は、制御部１４０の制御に基づいて、被写体を撮像して画像（画像データ
）を生成するものであり、生成された画像を画像処理部１２０に出力する。撮像部１１０
は、例えば、光学系（複数のレンズ）、撮像素子により構成される。また、撮像部１１０
は、制御部１４０の制御に基づいて、各部（例えば、ズームレンズ、フォーカスレンズ、
絞り）が制御される。なお、本技術の実施の形態では、「画像」と記載した場合には、画
像そのものと、その画像を表示するためのコンテンツ（画像コンテンツ（画像データ））
との両方の意味を含むものとする。
【００４２】
　画像処理部１２０は、制御部１４０の制御に基づいて、撮像部１１０から出力された画
像について所定の画像処理（例えば、デモザイク処理）を施すものであり、その画像処理
が施された画像を記憶部１３０に記憶させる。なお、画像処理部１２０により画像処理が
施された画像については、無線通信を利用して情報処理装置２００に送信して記憶部２７
０に記憶させるようにしてもよい。
【００４３】
　記憶部１３０は、画像処理部１２０により画像処理が施された画像をコンテンツ（例え
ば、静止画ファイル、動画ファイル）として記憶する記録媒体である。なお、記憶部１３
０は、撮像装置１００に内蔵するようにしてもよく、撮像装置１００から着脱可能とする
ようにしてもよい。
【００４４】
　制御部１４０は、制御プログラムに基づいて撮像装置１００における各部を制御するも
のである。例えば、制御部１４０は、撮像装置１００に備えられているズームレバーやシ
ャッターボタン等の操作部材（操作受付部１６０）により受け付けられた操作入力に基づ
いて各部を制御する。また、制御部１４０は、無線通信部１５０を介して受信される情報
処理装置２００からの制御情報に基づいて各部を制御する。すなわち、情報処理装置２０
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０を用いて撮像装置１００を遠隔操作することができる。
【００４５】
　また、例えば、制御部１４０は、情報処理装置２００を用いた撮像動作により生成され
て記憶部１３０に記録された画像（コンテンツ）に関するメタデータに基づいて、記憶部
１３０に記録されている画像を情報処理装置２００に送信する制御を行う。また、制御部
１４０は、無線通信を利用して接続される情報処理装置２００からの記録指示に基づいて
、撮像部１１０による撮像動作により生成された画像の記憶部１３０への記録処理を行う
。この場合に、制御部１４０は、情報処理装置２００を識別するための識別情報をその画
像にメタデータとして関連付けて記録する。
【００４６】
　また、例えば、制御部１４０は、送信条件を満たす画像をメタデータに基づいて記憶部
１３０から抽出し、この抽出された画像を情報処理装置２００に送信する。ここで、例え
ば、画像の生成日時と、画像に含まれる被写体の属性と、画像に人物が含まれるか否かと
のうちの少なくとも１つをメタデータとして用いて、送信条件を満たす画像を記憶部１３
０から抽出することができる。また、送信条件は、撮像装置１００から情報処理装置２０
０に送信する画像を抽出する際に判断基準として用いられる条件である。
【００４７】
　無線通信部１５０は、制御部１４０の制御に基づいて、無線通信を利用して、他の情報
処理装置（例えば、情報処理装置２００）との間で各情報（例えば、制御データ、画像デ
ータ）の送受信を行うものである。
【００４８】
　ここで、無線通信として、例えば、無線ＬＡＮ（Local Area Network）を用いることが
できる。この無線ＬＡＮとして、例えば、Ｗｉ－Ｆｉ（Wireless Fidelity）を用いるこ
とができる。また、無線通信として、例えば、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）、ＮＦＣ
（Near Field Communication）、赤外線、携帯電話用電波等の無線通信を用いることがで
きる。
【００４９】
　また、無線通信部１５０は、複数の無線通信方式を用いることができる。例えば、無線
通信部１５０は、近距離無線通信部１５１および遠距離無線通信部１５２を備えることが
できる。ここで、近距離無線通信部１５１は、接触または近接する程度の範囲内で無線通
信を行うことが可能な無線通信部である。また、遠距離無線通信部１５２は、近距離無線
通信部１５１よりも広い範囲内で無線通信（遠距離用の遠距離無線通信）を行う無線通信
部である。ここで、近距離無線通信として、ＮＦＣ、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ、赤外線を用い
ることができる。また、遠距離無線通信として、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ、Ｗｉ－Ｆｉ、携帯
電話用電波を用いることができる。
【００５０】
　例えば、無線通信の開始時には、近距離無線通信部１５１が、ＮＦＣにより電源のオン
とＷｉ－Ｆｉに関するデータ（例えば、ＳＳＩＤ（Service Set Identifier））のやりと
りを行う。そして、これ以降のデータのやりとりについては、遠距離無線通信部１５２が
、Ｗｉ－Ｆｉにより行うことができる。
【００５１】
　また、例えば、撮像装置１００の情報処理装置２００への装着、接触、近接等を検出す
る際には、近距離無線通信部１５１（例えば、ＮＦＣ）によるデータのやりとりを用いる
ことができる。また、撮像装置１００および情報処理装置２００間の画像データや制御デ
ータのやりとりについては、遠距離無線通信部１５２（例えば、Ｗｉ－Ｆｉ）を利用して
行うことができる。
【００５２】
　操作受付部１６０は、ユーザにより行われた操作を受け付ける操作受付部であり、受け
付けられた操作内容に応じた制御情報（操作情報）を制御部１４０に出力する。なお、操
作受付部１６０は、例えば、図１に示す操作部材１６１乃至１６３に対応する。
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【００５３】
　［情報処理装置の機能構成例］
　情報処理装置２００は、姿勢検出部２１０と、操作受付部２２０と、無線通信部２３０
と、入出力部２４０と、制御部２５０と、画像処理部２６０と、記憶部２７０と、音声出
力部２８０とを備える。
【００５４】
　姿勢検出部２１０は、情報処理装置２００の加速度、動き、傾き等を検出することによ
り情報処理装置２００の姿勢を検出するものであり、検出された姿勢に関する姿勢情報を
制御部２５０に出力する。なお、姿勢検出部２１０として、例えば、ジャイロセンサ、加
速度センサ等の各種センサを用いることができる。
【００５５】
　操作受付部２２０は、ユーザにより行われた操作を受け付ける操作受付部であり、受け
付けられた操作内容に応じた制御情報（操作情報）を制御部２５０に出力する。なお、操
作受付部２２０は、例えば、図２に示す操作部材２２１乃至２２３に対応する。
【００５６】
　無線通信部２３０は、制御部２５０の制御に基づいて、無線通信を利用して他の情報処
理装置（例えば、撮像装置１００）との間で各情報（例えば、制御データ、画像データ）
の送受信を行うものである。無線通信として、例えば、上述した無線ＬＡＮ（例えば、Ｗ
ｉ－Ｆｉ）、ＮＦＣ、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ、赤外線、携帯電話用電波等を用いることがで
きる。また、複数の無線通信方式を用いるようにしてもよい。
【００５７】
　このように、無線通信部２３０は、近距離無線通信部２３１および遠距離無線通信部２
３２を備えることができる。なお、近距離無線通信部２３１は、撮像装置１００の近距離
無線通信部１５１に対応し、遠距離無線通信部２３２は、撮像装置１００の遠距離無線通
信部１５２に対応するものとする。
【００５８】
　入出力部２４０は、入力部２４１および表示部２４２が一体として構成されているもの
である。また、入出力部２４０は、制御部２５０の制御に基づいて各種画像を表示部２４
２に表示するとともに、表示部２４２の表示面に近接または接触する物体の検出状態に基
づいてユーザからの操作入力を入力部２４１により受け付ける。また、入力部２４１は、
受け付けられた操作入力に応じた制御情報を制御部２５０に出力する。
【００５９】
　例えば、入力部２４１として、導電性を有する物体（例えば、人物の指）の接触または
近接を、静電容量の変化に基づいて検出する静電式（静電容量方式）のタッチパネルを用
いることができる。また、例えば、表示部２４２として、ＬＣＤ（Liquid Crystal Displ
ay）、有機ＥＬ（Electro Luminescence）パネル等の表示パネルを用いることができる。
そして、入出力部２４０は、例えば、表示パネルの表示面上に、透明なタッチパネルを重
ね合わせることにより構成される。
【００６０】
　例えば、ユーザは表示部２４２に表示されている操作対象物等の接触操作（または、近
接操作）を行うことにより情報処理装置２００や撮像装置１００の操作が可能となる。こ
こで、操作対象物は、例えば、入出力部２４０に表示されるシャッターボタン等であり、
操作入力を行うための操作ボタン（ＧＵＩ（Graphical User Interface）ボタン）等であ
る。
【００６１】
　制御部２５０は、制御プログラムに基づいて情報処理装置２００における各部を制御す
るものである。例えば、制御部２５０は、姿勢検出部２１０からの姿勢情報に基づいて、
情報処理装置２００の姿勢を判断し、この判断結果に基づいて、入出力部２４０に表示さ
せる表示画面の表示態様を切り替える。例えば、制御部２５０は、姿勢検出部２１０から
の姿勢情報に基づいて、情報処理装置２００の姿勢の上下方向を判断し、この判断結果に
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基づいて、入出力部２４０に表示させる表示画面の上下方向を切り替える。
【００６２】
　また、例えば、制御部２５０は、撮像装置１００から送信された画像（コンテンツ）を
記憶部２７０に記録するとともに、入出力部２４０に表示させる制御を行う。
【００６３】
　画像処理部２６０は、制御部２５０の制御に基づいて、撮像装置１００により生成され
た画像や撮像部２９２（図２のａおよびｂに示す）により生成された画像について所定の
画像処理を施すものであり、その画像処理が施された画像を表示部２４２に表示させる。
また、画像処理部２６０は、制御部２５０の制御に基づいて、それらの画像を記憶部２７
０に記憶させる。また、画像処理部２６０は、制御部２５０の制御に基づいて、撮像装置
１００を用いた撮像動作が行われている場合に用いられる表示画面を表示部２４２に表示
させる。
【００６４】
　記憶部２７０は、制御部２５０の制御に基づいて、各情報を記憶する記録媒体である。
例えば、記憶部２７０には、撮像装置１００により生成された画像や撮像部２９２（図２
のａおよびｂに示す）により生成された画像がコンテンツ（例えば、静止画ファイル、動
画ファイル）として記憶される。なお、記憶部２７０は、情報処理装置２００に内蔵する
ようにしてもよく、情報処理装置２００から着脱可能とするようにしてもよい。
【００６５】
　音声出力部２８０は、制御部２５０の制御に基づいて、音声情報を出力するものである
。音声出力部２８０は、例えば、スピーカにより実現することができる。
【００６６】
　〔撮像装置のハードウェア構成例〕
　図４は、本技術の第１の実施の形態における撮像装置１００のハードウェア構成の一例
を示す図である。
【００６７】
　撮像装置１００は、ＭＰＵ（Micro　Processing　Unit）６１０と、ＲＯＭ（Read Only
 Member）６２０と、ＲＡＭ（Random Access Memory）６３０とを備える。また、撮像装
置１００は、記録媒体６４０と、入出力インタフェース６５０と、撮像デバイス６６０と
、操作入力デバイス６７０と、表示デバイス６８０と、通信インタフェース６９０とを備
える。また、撮像装置１００は、例えば、データの伝送路としてのバス６００で各構成要
素間を接続する。
【００６８】
　ＭＰＵ６１０は、ＭＰＵや、画像処理等の各種機能を実現するための複数の回路が集積
された集積回路等により構成される。また、ＭＰＵ６１０は、撮像装置１００全体を制御
する制御部１４０（図３に示す）として機能する。また、ＭＰＵ６１０は、撮像装置１０
０において、画像処理部１２０（図３に示す）としての役目を果たす。
【００６９】
　ＲＯＭ６２０は、ＭＰＵ６１０が使用するプログラムや演算パラメータ等の制御用デー
タ等を記憶する。ＲＡＭ６３０は、例えば、ＭＰＵ６１０により実行されるプログラム等
を一時的に記憶する。
【００７０】
　記録媒体６４０は、記憶部１３０（図３に示す）として機能し、例えば、処理情報等の
様々なデータ（または、データベース）、アプリケーション等を記憶する。ここで、記録
媒体６４０として、例えば、ハードディスク等の磁気記録媒体を用いることができる。ま
た、記録媒体６４０として、例えば、不揮発性メモリ（nonvolatile memory）を用いるこ
とができる。この不揮発性メモリは、例えば、ＥＥＰＲＯＭ（Electrically Erasable an
d Programmable Read Only Memory）、フラッシュメモリ（flash memory）である。また
、不揮発性メモリは、例えば、ＭＲＡＭ（Magnetoresistive Random Access Memory）で
ある。また、不揮発性メモリは、例えば、ＦｅＲＡＭ（Ferroelectric Random Access Me
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mory）、ＰＲＡＭ（Phase change Random Access Memory）である。また、撮像装置１０
０は、撮像装置１００から着脱可能な記録媒体６４０を備えるようにしてもよい。
【００７１】
　入出力インタフェース６５０は、例えば、撮像デバイス６６０、操作入力デバイス６７
０、表示デバイス６８０を接続する。入出力インタフェース６５０として、例えば、ＵＳ
Ｂ（Universal Serial Bus）端子、ＤＶＩ（Digital Visual Interface）端子を用いるこ
とができる。また、入出力インタフェース６５０として、例えば、ＨＤＭＩ（登録商標）
（High-Definition Multimedia Interface）端子、各種処理回路等を用いることができる
。なお、入出力インタフェース６５０は、外部デバイスと接続することもできる。外部デ
バイスは、例えば、撮像装置１００の外部装置としての操作入力デバイス（例えば、キー
ボード、マウス）、表示デバイス（例えば、外部表示デバイス）、撮像デバイス（例えば
、撮像装置）である。
【００７２】
　撮像デバイス６６０は、撮像部１１０（図３に示す）として機能するデバイスである。
例えば、撮像デバイス６６０として、光学系と撮像素子と信号処理回路とから構成される
撮像デバイスを用いることができる。この場合には、撮像装置１００は、自装置が生成し
た撮像画像を処理することができる。ここで、光学系は、例えば、光学系のレンズを意味
する。また、撮像素子は、例えば、ＣＣＤ（Charge Coupled Device）、ＣＭＯＳ（Compl
ementary Metal Oxide Semiconductor）等の撮像素子である。また、光学系および撮像素
子は、光学系のレンズと、上述した撮像素子を複数用いたイメージセンサとで構成するこ
とができる。また、信号処理回路は、例えば、ＡＧＣ（Automatic Gain Control）回路、
ＡＤＣ（Analog to Digital Converter）を備える。そして、信号処理回路は、例えば、
撮像素子により生成されたアナログ信号をデジタル信号（画像データ）に変換し、各種信
号処理を行う。信号処理回路が行う信号処理として、例えば、Ｗｈｉｔｅ　Ｂａｌａｎｃ
ｅ補正処理、補間処理、色調補正処理、ガンマ補正処理、ＹＣｂＣｒ変換処理、エッジ強
調処理、コーディング処理等が挙げられる。
【００７３】
　操作入力デバイス６７０は、操作受付部１６０（図３に示す）として機能するデバイス
である。例えば、操作入力デバイス６７０は、撮像装置１００上に備えられ、撮像装置１
００の内部で入出力インタフェース６５０と接続される。また、例えば、操作入力デバイ
ス６７０として、ボタン、方向キー、ジョグダイヤル等の回転型セレクター、または、こ
れらの組み合わせ等を用いることができる。
【００７４】
　表示デバイス６８０は、表示部（図示せず）として機能するデバイスである。例えば、
表示デバイス６８０は、撮像装置１００上に備えられ、撮像装置１００の内部で入出力イ
ンタフェース６５０と接続される。なお、撮像装置１００には表示デバイス６８０として
簡易的なものが備えられる。このため、撮像装置１００に備えられる表示デバイス６８０
には、撮像部１１０により生成された画像等を表示することはできないものとする。また
、表示デバイス６８０は、例えば、表示とユーザ操作とが可能なデバイス（例えば、タッ
チスクリーン）で構成するようにしてもよい。
【００７５】
　通信インタフェース６９０は、撮像装置１００が備える通信手段であり、ネットワーク
を介して（または、直接的に）情報処理装置２００や外部装置（例えば、サーバ（図示せ
ず））と無線通信を行うための無線通信部１５０（図３に示す）として機能する。ここで
、通信インタフェース６９０として、例えば、通信アンテナおよびＲＦ（Radio Frequenc
y）回路（無線通信）を用いることができる。また、通信インタフェース６９０として、
例えば、ＩＥＥＥ（Institute of Electrical and Electronic Engineers）８０２．１５
．１ポートおよび送受信回路（無線通信）を用いることができる。また、通信インタフェ
ース６９０として、例えば、ＩＥＥＥ８０２．１１ｂポートおよび送受信回路（無線通信
）、ＬＡＮ端子および送受信回路（有線通信）等を用いることができる
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【００７６】
　なお、図４に示す撮像装置１００のハードウェア構成は、一例であり、撮像装置１００
のハードウェア構成は、これらに限定されない。
【００７７】
　例えば、撮像装置１００は、音声出力部の役目を果たすデバイスを備えるようにしても
よい。このデバイスは、例えば、図５に示す音声出力デバイス７５４である。
【００７８】
　また、撮像装置１００は、例えば、操作デバイス６７０や表示デバイス６８０を備えな
い構成とするようにしてもよい。
【００７９】
　〔情報処理装置のハードウェア構成例〕
　図５は、本技術の第１の実施の形態における情報処理装置２００のハードウェア構成の
一例を示す図である。
【００８０】
　情報処理装置２００は、ＭＰＵ７１０と、ＲＯＭ７２０と、ＲＡＭ７３０と、記録媒体
７４０とを備える。また、情報処理装置２００は、入出力インタフェース７５０と、姿勢
検出デバイス７５１と、操作入力デバイス７５２と、表示デバイス７５３と、音声出力デ
バイス７５４と、通信インタフェース７６０とを備える。また、情報処理装置２００は、
例えば、データの伝送路としてのバス７００で各構成要素間を接続する。
【００８１】
　ここで、ＭＰＵ７１０、ＲＯＭ７２０、ＲＡＭ７３０、記録媒体７４０、入出力インタ
フェース７５０、操作入力デバイス７５２、表示デバイス７５３および通信インタフェー
ス７６０は、図４に示す撮像装置１００における同一名称の各部に対応する。このため、
ここでは、図４に示す各部と異なる点を中心にして説明し、これらについての詳細な説明
を省略する。なお、表示デバイス７５３として、液晶ディスプレイ（Liquid Crystal Dis
play；ＬＣＤ）を用いることができる。また、表示デバイス７５３として、有機ＥＬディ
スプレイ（organic ElectroLuminescence display）、ＯＬＥＤディスプレイ（Organic L
ight Emitting Diode display）とも称される。）等を用いることができる。
【００８２】
　ＭＰＵ７１０は、情報処理装置２００全体を制御する制御部２５０（図３に示す）とし
て機能する。また、ＭＰＵ７１０は、情報処理装置２００において、画像処理部１２０（
図３に示す）としての役目を果たす。
【００８３】
　記録媒体７４０は、記憶部２７０（図３に示す）として機能する。
【００８４】
　入出力インタフェース７５０は、例えば、姿勢検出デバイス７５１、操作入力デバイス
７５２、表示デバイス７５３、音声出力デバイス７５４を接続する。
【００８５】
　姿勢検出デバイス７５１は、姿勢検出部２１０（図３に示す）として機能するデバイス
である。例えば、姿勢検出デバイス７５１として、ジャイロセンサ、加速度センサ等の各
種センサを用いることができる。
【００８６】
　音声出力デバイス７５４は、音声出力部２８０（図３に示す）として機能するデバイス
である。このデバイスは、例えば、ＤＳＰ（Digital Signal Processor）と、増幅器（ア
ンプ）と、スピーカとから構成される音声出力デバイスである。この場合には、情報処理
装置２００は、ユーザの所定の動作に対応する処理として、例えば、音声のミュートや音
量の調整を行うことが可能となる。
【００８７】
　なお、図５に示す情報処理装置２００のハードウェア構成は、一例であり、情報処理装
置２００のハードウェア構成は、これらに限定されない。
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【００８８】
　［コンテンツ管理ファイルの内容例］
　図６は、本技術の実施の形態における撮像装置１００の記憶部１３０に格納されるコン
テンツ管理ファイル３００の内容例を模式的に示す図である。
【００８９】
　コンテンツ管理ファイル３００には、コンテンツ識別情報３０１と、撮影日時３０２と
、端末識別情報３０３と、シーン情報３０４と、個人顔情報３０５とが関連付けて格納さ
れている。
【００９０】
　コンテンツ識別情報３０１は、コンテンツを識別するための情報であり、例えば、記録
処理が行われた順序に応じた通し番号がコンテンツ識別情報として記録される。
【００９１】
　撮影日時３０２は、コンテンツの撮影が行われた日時である。
【００９２】
　端末識別情報３０３は、コンテンツの記録処理時に撮像装置１００と接続されていた端
末（情報処理装置）を識別するための情報である。例えば、無線通信を行う際に用いられ
たＳＳＩＤ（Service Set Identifier）を端末識別情報として用いることができる。また
、無線通信としてＮＦＣを用いる場合には、ＮＦＣタグ情報を端末識別情報として用いる
ようにしてもよい。
【００９３】
　例えば、無線通信を利用して撮像装置１００と接続されている情報処理装置のうち、画
像の記録指示（例えば、シャッターボタンの押下操作）を行った情報処理装置の端末識別
情報が端末識別情報３０３に格納される。
【００９４】
　また、例えば、無線通信を利用して撮像装置１００と接続されている情報処理装置と、
画像の記録指示を行った情報処理装置との双方の端末識別情報を端末識別情報３０３に格
納するようにしてもよい。この例については、図１６に示す。
【００９５】
　シーン情報３０４は、コンテンツに含まれる被写体のシーン（または、属性）に関する
情報である。例えば、１人の人物が含まれる静止画コンテンツの場合には「顔写真」が格
納され、複数の人物が含まれる静止画コンテンツの場合には「集合写真」が格納され、人
物が含まれず風景が含まれる静止画コンテンツの場合には「風景」が格納される。また、
他のシーンとして、例えば、明らかにパーティー、明らかに山等のシーンに関する情報を
シーン情報として格納することができる。なお、シーン情報については、画像認識技術を
用いてコンテンツのシーンを自動で判断して格納するようにしてもよく、ユーザ操作に基
づいて格納するようにしてもよい。
【００９６】
　個人顔情報３０５は、コンテンツに含まれる人物の顔に関する情報である。例えば、コ
ンテンツに含まれる人物の顔について、個人を識別することが可能な画像認識技術（例え
ば、個人識別技術）を用いて、各個人を識別することができる。なお、個人顔情報につい
ては、画像認識技術を用いて各個人を自動で識別して格納するようにしてもよく、ユーザ
操作に基づいて格納するようにしてもよい。
【００９７】
　なお、これらの各情報は、一例であり、これらのうちの一部をコンテンツのメタデータ
として格納するようにしてよく、コンテンツに関する他の情報をそのコンテンツのメタデ
ータとして格納するようにしてもよい。コンテンツに関する他の情報は、例えば、個人属
性情報（例えば、性別、年齢）、撮影時における位置情報（例えば、緯度、経度、高度）
である。
【００９８】
　また、本技術の実施の形態では、コンテンツのメタデータをコンテンツ管理ファイルに
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記録して管理する例を示すが、コンテンツのメタデータを他の管理情報により管理するよ
うにしてもよい。また、例えば、コンテンツのメタデータをコンテンツ内に記録して管理
するようにしてもよい。例えば、画像ファイルのフォーマット形式として、Ｅｘｉｆ（Ex
changeable Image File Format）を用いる場合には、図６に示す各情報のうちの少なくと
も一部をメーカーノートに記録して管理することができる。
【００９９】
　［撮像装置および情報処理装置の使用例］
　図７は、本技術の実施の形態における撮像装置１００および情報処理装置２００の使用
例を示す図である。
【０１００】
　図７のａには、情報処理装置２００に撮像装置１００を装着して使用する場合の一例を
示す。例えば、図２のａおよびｂに示すように、情報処理装置２００の一面（入出力部２
４０が設けられている面の反対側の面）に撮像装置１００を装着することができる。この
場合には、ユーザ１は、撮像装置１００が装着されている情報処理装置２００を用いて、
一般の撮像装置（例えば、一体型カメラ）を使用した撮影と略同様に撮影を行うことがで
きる。
【０１０１】
　図７のｂには、情報処理装置２００に撮像装置１００を装着せずに使用する場合の一例
を示す。例えば、図７のｂに示すように、情報処理装置２００から離れている場所に撮像
装置１００を設置することができる。この場合でも、ユーザ１は、情報処理装置２００を
用いて撮像装置１００を遠隔操作することができるため、撮像装置１００および情報処理
装置２００を用いた撮影を行うことができる。
【０１０２】
　図７のｃには、情報処理装置２００を用いずに撮像装置１００を使用する場合の一例を
示す。この場合でも、ユーザ１は、撮像装置１００の操作部材を用いて撮影を行うことが
できる。ただし、撮像装置１００は、撮像部１１０により生成された画像を表示するため
の表示部を備えていない。このため、情報処理装置２００を用いずに撮像装置１００を使
用する場合には、ユーザ１は、撮影した画像をすぐには確認することができない。
【０１０３】
　また、撮像装置１００には、記憶部１３０に記憶された画像を表示するための表示部が
存在しない。このため、例えば、ユーザ１は、撮像装置１００から情報処理装置２００に
送信する画像を、撮像装置１００において容易に選択することができないおそれがある。
【０１０４】
　そこで、本技術の実施の形態では、撮像装置１００および情報処理装置２００の接触ま
たは近接が検出されたタイミングで、ユーザが必要とする画像を撮像装置１００から情報
処理装置２００に自動で送信する例を示す。
【０１０５】
　［撮像装置から情報処理装置への画像送信例］
　図８は、本技術の実施の形態における撮像装置１００から情報処理装置２００に画像を
送信する場合におけるユーザ操作の一例を示す図である。また、本技術の実施の形態では
、撮像装置１００に情報処理装置２００が接触（または、近接）した場合に、撮像装置１
００および情報処理装置２００間の接続が開始される例を示す。
【０１０６】
　例えば、ＮＦＣでは、装置間で定期的な通信が行われる。例えば、情報処理装置２００
から定期的にＰｏｌｌｉｎｇ　Ｃｏｍｍａｎｄが発行される。このＰｏｌｌｉｎｇ　Ｃｏ
ｍｍａｎｄは、ＮＦＣ規格で定められているＮＦＣ　Ｔａｇの判別用コマンドである（例
えば、NFC Forum Type3 Tag Operation Specification NFC Forum-TS-Type-3-Tag_1.1参
照。）。
【０１０７】
　例えば、撮像装置１００は、情報処理装置２００から発行されたＰｏｌｌｉｎｇ　Ｃｏ
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ｍｍａｎｄを受信した場合には、Ｐｏｌｌｉｎｇ　Ｃｏｍｍａｎｄに対する応答（Ｐｏｌ
ｌｉｎｇ　Ｒｅｓｐｏｎｃｅ）を情報処理装置２００に送信する。なお、ＮＦＣを利用し
たデータ通信が可能となる距離は、１乃至１０ｃｍ程度であるため、ＮＦＣを利用したデ
ータ通信を行う場合には、撮像装置１００における所定位置に情報処理装置２００を接触
（または、近接）させる必要がある。
【０１０８】
　例えば、撮像装置１００および情報処理装置２００の接触がＮＦＣにより検出された場
合には、撮像装置１００および情報処理装置２００間でＷｉ－Ｆｉのペアリングが行われ
、撮像装置１００および情報処理装置２００間でのＷｉ－Ｆｉ接続が開始される。
【０１０９】
　例えば、撮像装置１００の記憶部１３０に記憶されている画像を、無線通信を利用して
情報処理装置２００に送信する場合には、ユーザ１は、撮像装置１００における所定位置
に情報処理装置２００を接触させるようにする。
【０１１０】
　このように、撮像装置１００における所定位置に情報処理装置２００を接触させた場合
には、その接触がＮＦＣにより検出される。そして、撮像装置１００および情報処理装置
２００間でＷｉ－Ｆｉのペアリングが行われ、撮像装置１００および情報処理装置２００
間でのＷｉ－Ｆｉ接続が開始される。
【０１１１】
　なお、この例では、情報処理装置２００からＰｏｌｌｉｎｇ　Ｃｏｍｍａｎｄを発行し
、情報処理装置２００において撮像装置１００の接触または近接を検出する例を示した。
ただし、撮像装置１００からＰｏｌｌｉｎｇ　Ｃｏｍｍａｎｄを発行し、撮像装置１００
において情報処理装置２００の接触または近接を検出するようにしてもよい。また、Ｐｏ
ｌｌｉｎｇ　Ｃｏｍｍａｎｄを発行する装置と、他の装置の接触または近接を検出する装
置とが異なるようにしてもよい。これらの場合には、必要に応じて、装置間で検出結果等
の情報をやりとりするものとする。
【０１１２】
　なお、この例では、他の撮像装置の接触または近接がＮＦＣにより検出された場合には
、各装置間でのＷｉ－Ｆｉ接続を開始する例を示した。ただし、他の装置の接触または近
接をトリガとして、各装置間でのＷｉ－Ｆｉ接続を開始することができれば、他の接触検
出方法または他の近接検出方法を用いるようにしてもよい。
【０１１３】
　このように、無線通信を利用して撮像装置１００および情報処理装置２００が接続され
た場合には、予め設定されている送信条件に基づいて、撮像装置１００から情報処理装置
２００に画像が送信される。ここで、送信条件は、撮像装置１００から情報処理装置２０
０に送信する画像を抽出する際に判断基準として用いられる条件であり、例えば、撮像装
置１００、または、無線通信を介して情報処理装置２００においてユーザ操作により設定
される。
【０１１４】
　例えば、予め設定されている送信条件が、接触した日と同日に撮影された画像を送信す
るという条件である場合を想定する。この場合には、撮像装置１００の制御部１４０は、
コンテンツ管理ファイル３００の撮影日時３０２に基づいて、情報処理装置２００が接触
した日と同日に撮影された画像を抽出する。そして、制御部１４０は、その抽出された画
像を記憶部１３０から読み出して情報処理装置２００に送信する。
【０１１５】
　また、例えば、予め設定されている送信条件が、特定シーン（例えば、人物の顔を含む
シーン）の画像を送信するという条件である場合を想定する。この場合には、撮像装置１
００の制御部１４０は、コンテンツ管理ファイル３００のシーン情報３０４に基づいて、
特定シーンの画像を抽出する。そして、制御部１４０は、その抽出された画像を記憶部１
３０から読み出して情報処理装置２００に送信する。例えば、人物の顔を含むシーンの画
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像を送信する場合の例を図９に示す。
【０１１６】
　図９は、本技術の実施の形態における撮像装置１００から情報処理装置２００に送信さ
れる画像の一例を示す図である。図９では、特定シーンの画像を送信する旨の送信条件が
設定されている場合の例を示す。また、図９では、人物の顔を含むシーンを特定シーンと
する場合の例を示す。
【０１１７】
　図９に示すように、撮像装置１００の記憶部１３０に記憶されている画像３１１乃至３
１４のうち、人物の顔を含む画像３１１、３１３、３１４が情報処理装置２００に送信さ
れる。そして、情報処理装置２００の制御部２５０は、画像３１１、３１３、３１４を受
信した場合には、画像３１１、３１３、３１４を記憶部２７０に格納し、画像３１１、３
１３、３１４を入出力部２４０に表示させる。これにより、ユーザ１は、撮像装置１００
から受信した画像３１１、３１３、３１４を容易に確認することができる。
【０１１８】
　［撮像装置の動作例］
　図１０は、本技術の実施の形態における撮像装置１００による画像送信処理の処理手順
の一例を示すフローチャートである。図１０では、送信条件に一致する画像を情報処理装
置に送信する例を示す。また、図１０では、撮像装置１００において画像送信モードが設
定されている場合の例を示す。
【０１１９】
　最初に、制御部１４０は、情報処理装置の接触（または、近接）が検出されたか否かを
判断する（ステップＳ９０１）。情報処理装置の接触が検出されていない場合には（ステ
ップＳ９０１）、監視を継続して行う。なお、撮像装置１００が接触（または、近接）を
検出する代わりに、情報処理装置２００が撮像装置１００の接触（または、近接）を検出
してその検出結果を撮像装置１００に送信するようにしてもよい。この場合には、情報処
理装置２００からの検出結果に基づいて、制御部１４０は、情報処理装置２００の接触（
または、近接）が検出されたか否かを判断する（ステップＳ９０１）。
【０１２０】
　また、情報処理装置の接触が検出された場合には（ステップＳ９０１）、制御部１４０
は、無線通信（例えば、Ｗｉ－Ｆｉ）を利用して、その情報処理装置との接続を開始する
（ステップＳ９０２）。
【０１２１】
　続いて、制御部１４０は、予め設定されている送信条件に一致する画像（画像コンテン
ツ）が記憶部１３０に記憶されているか否かを判断する（ステップＳ９０３）。例えば、
制御部１４０は、図６に示すコンテンツ管理ファイル３００に格納されている各情報に基
づいて、予め設定されている送信条件に一致する画像が記憶部１３０に記憶されているか
否かを判断する。
【０１２２】
　予め設定されている送信条件に一致する画像が記憶部１３０に記憶されていない場合に
は（ステップＳ９０３）、送信すべき画像が存在しないため、画像送信処理の動作を終了
する。この場合には、送信すべき画像が存在しない旨を情報処理装置に送信して情報処理
装置の入出力部にその旨を表示させるようにしてもよい。これにより、ユーザは、撮像装
置１００に送信すべき画像が存在しないことを容易に把握することができる。この場合に
は、撮像装置１００に送信すべき画像が存在しない旨とともに、送信条件の変更を促すメ
ッセージを表示するようにしてもよい。そして、情報処理装置のユーザが、送信条件を変
更した後に、再度、画像送信処理を行うようにしてもよい。
【０１２３】
　予め設定されている送信条件に一致する画像が記憶部１３０に記憶されている場合には
（ステップＳ９０３）、制御部１４０は、その送信条件に一致する画像を記憶部１３０か
ら読み出し、接続されている情報処理装置に送信する（ステップＳ９０４）。なお、ステ
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ップＳ９０４は、特許請求の範囲に記載の送信手順の一例である。
【０１２４】
　［情報処理装置の動作例］
　図１１は、本技術の実施の形態における情報処理装置２００による画像受信処理の処理
手順の一例を示すフローチャートである。図１１では、情報処理装置２００において画像
受信モードが設定されている場合の例を示す。
【０１２５】
　最初に、制御部２５０は、撮像装置の接触（または、近接）が検出されたか否かを判断
する（ステップＳ９１１）。撮像装置の接触が検出されていない場合には（ステップＳ９
１１）、監視を継続して行う。なお、情報処理装置２００が接触（または、近接）を検出
する代わりに、撮像装置１００が情報処理装置２００の接触（または、近接）を検出して
その検出結果を情報処理装置２００に送信するようにしてもよい。この場合には、撮像装
置１００からの検出結果に基づいて、制御部２５０は、撮像装置１００の接触（または、
近接）が検出されたか否かを判断する（ステップＳ９１１）。
【０１２６】
　また、撮像装置の接触が検出された場合には（ステップＳ９１１）、制御部２５０は、
無線通信（例えば、Ｗｉ－Ｆｉ）を利用して、その撮像装置との接続を開始する（ステッ
プＳ９１２）。
【０１２７】
　続いて、制御部２５０は、接続された撮像装置から画像（画像コンテンツ）が送信され
たか否かを判断する（ステップＳ９０３）。例えば、所定時間が経過しても撮像装置から
画像が送信されない場合には（ステップＳ９１３）、画像受信処理の動作を終了する。
【０１２８】
　撮像装置から画像が送信された場合には（ステップＳ９１３）、制御部２５０は、撮像
装置から送信された画像を記憶部２７０に格納し、入出力部２４０に表示させる（ステッ
プＳ９１４）。
【０１２９】
　ここで、撮像装置１００の記憶部１３０に記憶されている画像のうちから、自分が写っ
ている画像を取得したいと考えるユーザも存在すると想定される。そこで、以下では、撮
像装置１００および情報処理装置２００の接触が検出されたタイミングで、情報処理装置
２００に関連付けられている人物の顔情報（個人顔情報）に基づいて、撮像装置１００か
ら情報処理装置２００に画像を自動で送信する例を示す。
【０１３０】
　［個人顔情報管理ファイルの内容例］
　図１２は、本技術の実施の形態における撮像装置１００の記憶部１３０に格納される個
人顔情報管理ファイル４００の内容例を模式的に示す図である。
【０１３１】
　個人顔情報管理ファイル４００には、端末識別情報４０１および個人顔情報４０２が関
連付けて格納されている。なお、端末識別情報４０１および個人顔情報４０２は、図６に
示す端末識別情報３０３および個人顔情報３０５に対応するものである。
【０１３２】
　このように、端末識別情報４０１および個人顔情報４０２を関連付けて個人顔情報管理
ファイル４００に格納しておくことにより、情報処理装置と、その所有者とを関連付ける
ことができる。
【０１３３】
　［撮像装置の動作例］
　図１３は、本技術の実施の形態における撮像装置１００による画像送信処理の処理手順
の一例を示すフローチャートである。図１３では、接触（または、近接）が検出された情
報処理装置に関連付けられている個人顔情報と一致する画像を情報処理装置に送信する例
を示す。また、図１３では、撮像装置１００において画像送信モードが設定されている場
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合の例を示す。なお、ステップＳ９２１、Ｓ９２２は、図１０に示すステップＳ９０１、
Ｓ９０２に対応するため、ここでの説明を省略する。
【０１３４】
　ここで、情報処理装置の接触が検出されたことに応じて（ステップＳ９２１）、その情
報処理装置の端末識別情報が、その情報処理装置から撮像装置１００に送信されるものと
する。例えば、ＮＦＣ、Ｗｉ－Ｆｉを利用して、情報処理装置の端末識別情報が、その情
報処理装置から撮像装置１００に送信される。
【０１３５】
　制御部１４０は、無線通信を利用して接続された情報処理装置の端末識別情報が登録さ
れているか否かを判断する（ステップＳ９２３）。例えば、図１２に示す個人顔情報管理
ファイル４００の端末識別情報４０１に、その接続された情報処理装置の端末識別情報が
格納されているか否かが判断される。
【０１３６】
　その接続された情報処理装置の端末識別情報が登録されている場合には（ステップＳ９
２３）、制御部１４０は、その端末識別情報に個人顔情報が関連付けられているか否かを
判断する（ステップＳ９２４）。例えば、図１２に示す個人顔情報管理ファイル４００の
個人顔情報４０２に個人顔情報が格納されているか否かが判断される。
【０１３７】
　その端末識別情報に個人顔情報が関連付けられている場合には（ステップＳ９２４）、
制御部１４０は、その端末識別情報に関連付けられている個人顔情報と一致する画像が記
憶部１３０に記憶されているか否かを判断する（ステップＳ９２５）。例えば、制御部１
４０は、図６に示すコンテンツ管理ファイル３００の個人顔情報３０５のうちで、その接
続された情報処理装置の端末識別情報に関連付けられている個人顔情報と一致するものが
存在するか否かを判断する。
【０１３８】
　その端末識別情報に関連付けられている個人顔情報と一致する画像が記憶部１３０に記
憶されている場合には（ステップＳ９２５）、制御部１４０は、その一致する画像を記憶
部１３０から読み出し、接続されている情報処理装置に送信する（ステップＳ９２６）。
【０１３９】
　また、その接続された情報処理装置の端末識別情報が登録されていない場合には（ステ
ップＳ９２３）、画像送信処理の動作を終了する。同様に、その接続された情報処理装置
の端末識別情報に個人顔情報が関連付けられていない場合には（ステップＳ９２４）、画
像送信処理の動作を終了する。同様に、その接続された情報処理装置の端末識別情報に関
連付けられている個人顔情報と一致する画像が記憶部１３０に記憶されていない場合には
（ステップＳ９２５）、画像送信処理の動作を終了する。
【０１４０】
　このように、制御部１４０は、他の情報処理装置のユーザに関連する画像（コンテンツ
）をメタデータに含まれる個人識別情報に基づいて記憶部１３０から抽出し、この抽出さ
れた画像を他の情報処理装置に送信する。
【０１４１】
　［１つの撮像装置を複数のユーザで共有して使用する例］
　例えば、１つの撮像装置１００を複数のユーザが共有して使用することも想定される。
例えば、無線通信を利用して、複数の情報処理装置（情報処理装置２００を含む）のうち
の１つと撮像装置１００とを接続して、撮像動作を順次行うことも想定される。
【０１４２】
　このように、複数のユーザが１つの撮像装置１００を共同で利用する場合に、それらの
撮像動作を行った後に、撮像装置１００の記憶部１３０に記憶されている画像を各情報処
理装置が取得する場合を想定する。例えば、情報処理装置のユーザが、自分が撮影を行っ
た画像を所望することも想定される。そこで、以下では、自分が撮影を行った画像と、他
人が撮影を行った画像とを区別して、自分が撮影を行った画像を容易に取得する例を示す
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。
【０１４３】
　［撮像装置の動作例］
　図１４は、本技術の実施の形態における撮像装置１００による画像送信処理の処理手順
の一例を示すフローチャートである。図１４では、接触（または、近接）が検出された情
報処理装置の端末識別情報に関連付けられている画像を情報処理装置に送信する例を示す
。また、図１４では、撮像装置１００において画像送信モードが設定されている場合の例
を示す。なお、ステップＳ９３１、Ｓ９３２は、図１０に示すステップＳ９０１、Ｓ９０
２に対応するため、ここでの説明を省略する。
【０１４４】
　ここで、情報処理装置の接触が検出されたことに応じて（ステップＳ９３１）、その情
報処理装置の端末識別情報が、その情報処理装置から撮像装置１００に送信されるものと
する。例えば、ＮＦＣ、Ｗｉ－Ｆｉを利用して、情報処理装置の端末識別情報が、その情
報処理装置から撮像装置１００に送信される。
【０１４５】
　制御部１４０は、無線通信を利用して接続された情報処理装置の端末識別情報が登録さ
れているか否かを判断する（ステップＳ９３３）。例えば、図６に示すコンテンツ管理フ
ァイル３００の端末識別情報３０３に、その接続された情報処理装置の端末識別情報が格
納されているか否かが判断される。
【０１４６】
　その接続された情報処理装置の端末識別情報が登録されている場合には（ステップＳ９
３３）、制御部１４０は、その端末識別情報に関連付けて格納されている画像を記憶部１
３０から読み出す。そして、制御部１４０は、その読み出された画像を、その接続されて
いる情報処理装置に送信する（ステップＳ９３４）。
【０１４７】
　また、その接続された情報処理装置の端末識別情報が登録されていない場合には（ステ
ップＳ９３３）、画像送信処理の動作を終了する。
【０１４８】
　このように、１つの撮像装置１００を複数のユーザで共有して使用する場合でも、情報
処理装置を撮像装置１００に接触（または、近接）させるだけで、自分が撮影した画像を
容易に取得することができる。また、この場合には、他人が撮影した画像は、自分の情報
処理装置に送信されないため、画像の送信後に写真選り分けを行う手間を省略することが
できる。
【０１４９】
　［１つの撮像装置と複数の情報処理装置とを同時に接続して使用する例］
　図１５は、本技術の実施の形態における撮像装置１００と複数の情報処理装置２００乃
至２０２とを同時に接続して撮像動作を行う場合の例を示す図である。
【０１５０】
　図１５のａでは、情報処理装置２００乃至２０２から離れた場所に撮像装置１００を設
置して使用する場合の例を示す。図１５のｂでは、撮像装置１００を情報処理装置２００
に装着して使用する場合の例を示す。
【０１５１】
　このように、撮像装置１００と複数の情報処理装置２００乃至２０２とを同時に接続し
て撮像動作を行う場合には、例えば、１または複数の情報処理装置における記録指示に基
づいて、撮像装置１００が記録処理を行うことができる。
【０１５２】
　このように、複数の情報処理装置２００乃至２０２と１つの撮像装置１００とを用いて
撮像動作を行った後に、撮像装置１００の記憶部１３０に記憶されている画像を各情報処
理装置が取得する場合を想定する。例えば、情報処理装置２００のユーザが、自分が記録
指示をした画像を所望することも想定される。そこで、以下では、自分が記録指示をした
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画像と、他人が記録指示をした画像とを区別して、自分が記録指示をした画像を容易に取
得する例を示す。
【０１５３】
　［コンテンツ管理ファイルの内容例］
　図１６は、本技術の実施の形態における撮像装置１００の記憶部１３０に格納されるコ
ンテンツ管理ファイル５００の内容例を模式的に示す図である。この例は、図６に示すコ
ンテンツ管理ファイル３００の代わりに、コンテンツ管理ファイル５００を用いる例であ
る。
【０１５４】
　コンテンツ管理ファイル５００には、コンテンツ識別情報５０１と、撮影日時５０２と
、記録指示端末識別情報５０３と、接続端末識別情報５０４とが関連付けて格納されてい
る。なお、コンテンツ識別情報５０１および撮影日時５０２は、図６に示すコンテンツ識
別情報３０１および撮影日時３０２に対応する。
【０１５５】
　記録指示端末識別情報５０３は、記憶部１３０に記録されたコンテンツの記録指示を行
った端末（情報処理装置）を識別するための情報である。
【０１５６】
　接続端末識別情報５０４は、コンテンツの記録処理時に撮像装置１００と接続されてい
た端末（情報処理装置）を識別するための情報である。
【０１５７】
　なお、図１６では、シーン情報、個人顔情報等の図示を省略するが、図６と同様に、こ
れらの各情報をコンテンツのメタデータとして格納するようにしてよく、コンテンツに関
する他の情報をそのコンテンツのメタデータとして格納するようにしてもよい。
【０１５８】
　［撮像装置の動作例］
　図１７は、本技術の実施の形態における撮像装置１００による画像記録処理の処理手順
の一例を示すフローチャートである。図１７では、撮像装置１００に複数の情報処理装置
が接続されている場合の例を示す。また、図１７では、撮像装置１００において静止画記
録モードが設定されている場合の例を示す。
【０１５９】
　最初に、制御部１４０は、無線通信を利用して接続されている複数の情報処理装置のう
ちの少なくとも１つから記録指示が送信されたか否かを判断する（ステップＳ９４１）。
記録指示が送信されていない場合には（ステップＳ９４１）、監視を継続して行う。
【０１６０】
　記録指示が送信された場合には（ステップＳ９４１）、制御部１４０は、撮像部１１０
により生成された画像を記憶部１３０に記録するための記録処理を行う（ステップＳ９４
２）。ここで、記録指示の送信とともに（同時、または、順次）、その記録指示を送信し
た情報処理装置の端末識別情報が、その情報処理装置から撮像装置１００に送信されるも
のとする。例えば、Ｗｉ－Ｆｉを利用して、記録指示を送信した情報処理装置の端末識別
情報が、その情報処理装置から撮像装置１００に送信される。また、撮像装置１００に接
続されている各情報処理装置の端末識別情報が、その各情報処理装置から撮像装置１００
に送信されるものとする。例えば、画像の撮影前のタイミング、画像の記録時のタイミン
グ、画像の記録後に順次的に、のうちの何れかのタイミング、または複数のタイミングで
、撮像装置１００に接続されている各情報処理装置の端末識別情報が撮像装置１００に送
信される。
【０１６１】
　続いて、制御部１４０は、記録指示を送信した情報処理装置の端末識別情報を、その記
録処理の対象となる画像に関連付けて記録する（ステップＳ９４３）。例えば、制御部１
４０は、記録指示を送信した情報処理装置の端末識別情報を、図１６に示すコンテンツ管
理ファイル５００の記録指示端末識別情報５０３に記録する。
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【０１６２】
　続いて、制御部１４０は、その記録指示を受信した際に接続されていた情報処理装置の
端末識別情報を、その記録処理の対象となる画像に関連付けて記録する（ステップＳ９４
４）。例えば、制御部１４０は、その記録指示を受信した際に接続されていた情報処理装
置の端末識別情報を、図１６に示すコンテンツ管理ファイル５００の接続端末識別情報５
０４に記録する。
【０１６３】
　このように、制御部１４０は、記録指示が行われた際に撮像装置１００が複数の情報処
理装置と接続されている場合には、複数の情報処理装置のうちのその記録指示を行った情
報処理装置を識別するための識別情報をメタデータとして記録する。また、制御部１４０
は、記録指示が行われた際に撮像装置１００が複数の情報処理装置と接続されている場合
には、その記録指示を行った情報処理装置を含む複数の情報処理装置のそれぞれを識別す
るための識別情報をメタデータとして記録する。
【０１６４】
　［撮像装置の動作例］
　図１８は、本技術の実施の形態における撮像装置１００による画像送信処理の処理手順
の一例を示すフローチャートである。図１８では、記録指示を行った情報処理装置の端末
識別情報に関連付けられている画像をその情報処理装置に送信する例を示す。また、図１
８では、撮像装置１００において画像送信モードが設定されている場合の例を示す。なお
、ステップＳ９５１、Ｓ９５２は、図１０に示すステップＳ９０１、Ｓ９０２に対応する
ため、ここでの説明を省略する。
【０１６５】
　ここで、情報処理装置の接触が検出されたことに応じて（ステップＳ９４１）、その情
報処理装置の端末識別情報が、その情報処理装置から撮像装置１００に送信されるものと
する。例えば、ＮＦＣ、Ｗｉ－Ｆｉを利用して、情報処理装置の端末識別情報が、その情
報処理装置から撮像装置１００に送信される。
【０１６６】
　制御部１４０は、無線通信を利用して接続された情報処理装置の端末識別情報が登録さ
れているか否かを判断する（ステップＳ９５３）。例えば、図１６に示すコンテンツ管理
ファイル５００の記録指示端末識別情報５０３または接続端末識別情報５０４に、その接
続された情報処理装置の端末識別情報が格納されているか否かが判断される。
【０１６７】
　その接続された情報処理装置の端末識別情報が登録されている場合には（ステップＳ９
５３）、制御部１４０は、その端末識別情報が記録指示端末識別情報として格納されてい
るか否かを判断する（ステップＳ９５４）。例えば、図１６に示すコンテンツ管理ファイ
ル５００の記録指示端末識別情報５０３に、その接続された情報処理装置の端末識別情報
が格納されているか否かが判断される。
【０１６８】
　その端末識別情報が記録指示端末識別情報として格納されている場合には（ステップＳ
９５４）、制御部１４０は、その端末識別情報が記録指示端末識別情報に格納されている
画像を記憶部１３０から読み出す。そして、制御部１４０は、その読み出された画像を、
その接続されている情報処理装置に送信する（ステップＳ９５５）。
【０１６９】
　また、その接続された情報処理装置の端末識別情報が登録されていない場合には（ステ
ップＳ９５３）、画像送信処理の動作を終了する。同様に、その端末識別情報が記録指示
端末識別情報として格納されていない場合には（ステップＳ９５４）、画像送信処理の動
作を終了する。
【０１７０】
　このように、制御部１４０は、記憶部１３０に記録されている画像のうち、接続された
情報処理装置に係る識別情報が関連付けられている画像をその情報処理装置に送信する。
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【０１７１】
　［撮像装置の動作例］
　図１９は、本技術の実施の形態における撮像装置１００による画像送信処理の処理手順
の一例を示すフローチャートである。図１９では、記録指示が行われた際に接続されてい
た情報処理装置の端末識別情報に関連付けられている画像をその情報処理装置に送信する
例を示す。また、図１９では、撮像装置１００において画像送信モードが設定されている
場合の例を示す。なお、ステップＳ９６１、Ｓ９６２、Ｓ９６３は、図１８に示すステッ
プＳ９５１、Ｓ９５２、Ｓ９５３に対応するため、ここでの説明を省略する。
【０１７２】
　その接続された情報処理装置の端末識別情報が登録されている場合には（ステップＳ９
６３）、制御部１４０は、その端末識別情報が接続端末識別情報として格納されているか
否かを判断する（ステップＳ９６４）。例えば、図１６に示すコンテンツ管理ファイル５
００の接続端末識別情報５０４に、その接続された情報処理装置の端末識別情報が格納さ
れているか否かが判断される。
【０１７３】
　その端末識別情報が接続端末識別情報として格納されている場合には（ステップＳ９６
４）、制御部１４０は、その端末識別情報が接続端末識別情報に格納されている画像を記
憶部１３０から読み出す。そして、制御部１４０は、その読み出された画像を、その接続
されている情報処理装置に送信する（ステップＳ９６５）。
【０１７４】
　また、その端末識別情報が接続端末識別情報として格納されていない場合には（ステッ
プＳ９６４）、画像送信処理の動作を終了する。
【０１７５】
　このように、制御部１４０は、記憶部１３０に記録されている画像のうち、接続された
情報処理装置に係る識別情報が関連付けられている画像をその情報処理装置に送信する。
【０１７６】
　なお、本技術の実施の形態では、撮像装置１００が送信対象となる画像を判断して送信
する例を示した。ただし、情報処理装置２００が送信対象となる画像を判断して取得する
ようにしてもよい。例えば、撮像装置１００が、コンテンツに関する情報（例えば、メタ
データ（例えば、図６に示すコンテンツ管理ファイル３００））を、情報処理装置２００
に送信する。そして、情報処理装置２００は、そのコンテンツに関する情報に基づいて、
送信対象となる画像を判断して、その判断結果を撮像装置１００に送信する。この場合に
は、撮像装置１００は、情報処理装置２００の判断結果に基づいて、送信対象となる画像
を記憶部１３０から読み出して情報処理装置２００に送信する。
【０１７７】
　このように、本技術の実施の形態によれば、撮像装置１００の記憶部１３０に記憶され
ているコンテンツを情報処理装置２００に送信する場合に、その送信対象となるコンテン
ツを容易に選択することができる。これにより、撮像装置１００から情報処理装置２００
へのコンテンツ送信を適切に行うことができる。
【０１７８】
　なお、本技術の実施の形態では、円筒形（円柱形）の撮像装置１００を例にして説明し
たが、他の装置に取り付けることが可能な他の形状の撮像装置についても、本技術の実施
の形態を適用することができる。また、無線通信（例えば、Ｗｉ－Ｆｉ）を利用した他の
装置への接続が可能な撮像装置についても、本技術の実施の形態を適用することができる
。また、本技術の実施の形態では、スマートフォン、タブレット端末等の情報処理装置２
００を例にして説明したが、無線通信を利用して撮像装置と接続することが可能な他の装
置についても、本技術の実施の形態を適用することができる。
【０１７９】
　なお、上述の実施の形態は本技術を具現化するための一例を示したものであり、実施の
形態における事項と、特許請求の範囲における発明特定事項とはそれぞれ対応関係を有す
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る。同様に、特許請求の範囲における発明特定事項と、これと同一名称を付した本技術の
実施の形態における事項とはそれぞれ対応関係を有する。ただし、本技術は実施の形態に
限定されるものではなく、その要旨を逸脱しない範囲において実施の形態に種々の変形を
施すことにより具現化することができる。
【０１８０】
　また、上述の実施の形態において説明した処理手順は、これら一連の手順を有する方法
として捉えてもよく、また、これら一連の手順をコンピュータに実行させるためのプログ
ラム乃至そのプログラムを記憶する記録媒体として捉えてもよい。この記録媒体として、
例えば、ＣＤ（Compact Disc）、ＭＤ（MiniDisc）、ＤＶＤ（Digital Versatile Disc）
、メモリカード、ブルーレイディスク（Blu-ray（登録商標）Disc）等を用いることがで
きる。
【０１８１】
　なお、本明細書に記載された効果はあくまで例示であって、限定されるものではなく、
また、他の効果があってもよい。
【０１８２】
　なお、本技術は以下のような構成もとることができる。
（１）
　近距離無線通信を利用して他の情報処理装置との接触または近接が検出された場合に、
前記他の情報処理装置を用いた動作により生成されて記録媒体に記録されたコンテンツに
関するメタデータに基づいて、前記記録媒体に記録されているコンテンツを前記他の情報
処理装置に送信する制御を行う制御部を具備する情報処理装置。
（２）
　前記制御部は、無線通信を利用して接続される前記他の情報処理装置からの記録指示に
基づいて前記動作により生成されたコンテンツの前記記録媒体への記録処理を行い、前記
他の情報処理装置を識別するための識別情報を当該コンテンツに前記メタデータとして関
連付けて記録する前記（１）に記載の情報処理装置。
（３）
　前記制御部は、前記記録指示が行われた際に前記情報処理装置が複数の情報処理装置と
接続されている場合には、前記複数の情報処理装置のうちの前記記録指示を行った前記他
の情報処理装置を識別するための識別情報を前記メタデータとして記録する前記（２）に
記載の情報処理装置。
（４）
　前記制御部は、前記記録指示が行われた際に前記情報処理装置が複数の情報処理装置と
接続されている場合には、前記記録指示を行った前記他の情報処理装置を含む前記複数の
情報処理装置のそれぞれを識別するための識別情報を前記メタデータとして記録する前記
（２）に記載の情報処理装置。
（５）
　前記制御部は、前記記録媒体に記録されているコンテンツのうち前記他の情報処理装置
に係る識別情報が関連付けられているコンテンツを前記他の情報処理装置に送信する前記
（２）から（４）のいずれかに記載の情報処理装置。
（６）
　前記制御部は、接触または近接が検出されたことに応じて前記他の情報処理装置から送
信された識別情報を受信して当該識別情報に基づいて前記他の情報処理装置に送信するコ
ンテンツを選択する前記（５）に記載の情報処理装置。
（７）
　前記制御部は、送信条件を満たすコンテンツを前記メタデータに基づいて前記記録媒体
から抽出して前記他の情報処理装置に送信する前記（１）から（６）のいずれかに記載の
情報処理装置。
（８）
　前記制御部は、前記コンテンツの生成日時と、前記コンテンツに含まれる被写体の属性
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と、前記コンテンツに人物が含まれるか否かとのうちの少なくとも１つを前記メタデータ
として用いて、前記送信条件を満たすコンテンツを前記記録媒体から抽出する前記（７）
に記載の情報処理装置。
（９）
　前記制御部は、前記他の情報処理装置のユーザに関連するコンテンツを前記メタデータ
に含まれる個人識別情報に基づいて前記記録媒体から抽出して前記他の情報処理装置に送
信する前記（１）から（４）のいずれかに記載の情報処理装置。
（１０）
　前記制御部は、前記情報処理装置に接触または近接する前記他の情報処理装置に前記記
録媒体に記録されているコンテンツを送信する前記（１）から（９）のいずれかに記載の
情報処理装置。
（１１）
　被写体を撮像して前記被写体を含むコンテンツを生成する撮像部をさらに具備し、
　前記制御部は、前記生成されたコンテンツと当該コンテンツに関するメタデータとを関
連付けて前記記録媒体に記録させる
前記（１）から（１０）のいずれかに記載の情報処理装置。
（１２）
　近距離無線通信を利用して情報処理装置との接触または近接が検出された場合に、前記
情報処理装置を用いた動作により生成されて記録媒体に記録されたコンテンツに関するメ
タデータに基づいて、前記記録媒体に記録されているコンテンツを、接触または近接する
前記情報処理装置に送信する撮像装置と、
　前記撮像装置から送信されたコンテンツを表示部に表示させる情報処理装置と
を具備する情報処理システム。
（１３）
　近距離無線通信を利用して他の情報処理装置との接触または近接が検出された場合に、
他の情報処理装置を用いた動作により生成されて記録媒体に記録されたコンテンツに関す
るメタデータに基づいて、前記記録媒体に記録されているコンテンツを前記他の情報処理
装置に送信する情報処理装置の制御方法。
（１４）
　近距離無線通信を利用して他の情報処理装置との接触または近接が検出された場合に、
他の情報処理装置を用いた動作により生成されて記録媒体に記録されたコンテンツに関す
るメタデータに基づいて、前記記録媒体に記録されているコンテンツを前記他の情報処理
装置に送信する送信手順をコンピュータに実行させるプログラム。
【符号の説明】
【０１８３】
　１００　撮像装置
　１１０　撮像部
　１２０　画像処理部
　１３０　記憶部
　１４０　制御部
　１５０　無線通信部
　１６０　操作受付部
　１６１～１６３　操作部材
　１７０　鏡筒
　１８０　アダプタ
　１８１、１８２　取付部材
　２００～２０２　情報処理装置
　２１０　姿勢検出部
　２２０　操作受付部
　２２１～２２３　操作部材
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　２３０　無線通信部
　２４０　入出力部
　２４１　入力部
　２４２　表示部
　２５０　制御部
　２６０　画像処理部
　２７０　記憶部
　２８０　音声出力部
　２９１　発光部
　２９２　撮像部

【図１】 【図２】
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【図１３】 【図１４】
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【図１７】 【図１８】
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