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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】使い勝手を向上させた電子機器を提供する。
【解決手段】撮像部が撮像した撮像信号を処理する処理
部と、撮像部が撮像した撮像信号を外部機器に送信可能
な通信部と、撮像部と処理部と通信部の少なくとも１つ
の温度を検出する温度検出部と、撮像信号を外部機器に
送信するかどうかを決定する決定部と、を備え、撮像部
の撮像の設定に応じて、或いは、撮像部と処理部と通信
部の少なくとも一方の発熱状態に応じて、撮像信号を外
部機器に送信するかどうかを決定する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　撮像部が撮像した撮像信号を処理する処理部と、
　前記撮像部が撮像した撮像信号を外部機器に送信可能な通信部と、
　前記撮像部の撮像の設定に応じて、前記撮像信号を前記外部機器に送信するかどうかを
決定する決定部と、を備えた電子機器。
【請求項２】
　請求項１に記載の電子機器において、
　前記通信部は、前記処理部の前記処理の内容に関する情報を前記外部機器に送信する電
子機器。
【請求項３】
　請求項２に記載の電子機器において、
　前記通信部は、前記処理部の仕様とパラメータとの少なくとも一方の情報を前記外部機
器に送信する電子機器。
【請求項４】
　請求項１～３のいずれか一項に記載の電子機器において、
　動画と静止画とを記録媒体に記録させる記録部を備え、
　前記決定部は、前記記録部が前記動画を記録媒体に記録させる際に、前記撮像信号を前
記外部機器に送信する電子機器。
【請求項５】
　請求項１～４のいずれか一項に記載の電子機器において、
　前記撮像部を動画モードと静止画モードとに設定可能な設定部と、
　前記決定部は、前記設定部により前記動画モードが設定された場合に、前記撮像信号を
前記外部機器に送信する電子機器。
【請求項６】
　請求項５記載の電子機器において、
　前記外部機器で処理された画像をライブビュー表示する表示部を備える電子機器。
【請求項７】
　撮像部が撮像した撮像信号を処理する処理部と、
　前記撮像部が撮像した撮像信号を外部機器に送信可能な通信部と、
　前記撮像部と、前記処理部との少なくとも一方の発熱状態に応じて、前記撮像信号を外
部機器に送信するかどうかを決定する決定部と、を備えた電子機器。
【請求項８】
　請求項７に記載の電子機器において、
　前記決定部は、前記通信部の発熱状態に応じて、前記撮像信号を前記外部機器に送信す
るかどうかを決定する電子機器。
【請求項９】
　請求項７または８に記載の電子機器において、
　前記撮像部と、前記処理部と、前記通信部との少なくとも１つの温度を検出する温度検
出部を備える電子機器。
【請求項１０】
　請求項７～９のいずれか一項に記載の電子機器において、
　動画と静止画とを記録媒体に記録させる記録部を備え、
　前記決定部は、前記記録部が前記動画を記録媒体に記録させる際に、前記撮像信号を前
記外部機器に送信する電子機器。
【請求項１１】
　撮像部が撮像した撮像信号を処理する処理部と、
　前記撮像部が撮像した撮像信号を外部機器に送信可能な通信部と、
　前記通信部の発熱状態に応じて、前記撮像信号を外部機器に送信するかどうかを決定す
る決定部と、
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を備える電子機器。
【請求項１２】
　請求項１１に記載の電子機器において、
　前記通信部の温度を検出する温度検出部を備える電子機器。
【請求項１３】
　請求項１１または１２に記載の電子機器において、
　前記通信部は、前記撮像信号と、前記処理部に関する情報とを前記外部機器に送信する
電子機器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電子機器に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、撮像素子からの撮像信号（いわゆるＲａｗデータ）をサーバに送信し、サーバに
設けられた画像処理部にて撮像信号に対し画像処理を行うデジタルカメラシステムが知ら
れている（例えば特許文献１）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００３－８７６１８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　従来技術には、画像処理を常にサーバで行うため、カメラの使い勝手が悪くなるという
問題があった。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明の第１の態様によると、電子機器は、撮像部が撮像した撮像信号を処理する処理
部と、撮像部が撮像した撮像信号を外部機器に送信可能な通信部と、撮像部の撮像の設定
に応じて、撮像信号を外部機器に送信するかどうかを決定する決定部と、を備える。
　本発明の第２の態様によると、第１の態様の電子機器において、通信部は、処理部の処
理の内容に関する情報を外部機器に送信することが好ましい。
　本発明の第３の態様によると、第２の態様の電子機器において、通信部は、処理部の仕
様とパラメータとの少なくとも一方の情報を外部機器に送信することが好ましい。
　本発明の第４の態様によると、第１～３のいずれか一態様の電子機器において、動画と
静止画とを記録媒体に記録させる記録部を備え、決定部は、記録部が動画を記録媒体に記
録させる際に、撮像信号を外部機器に送信することが好ましい。
　本発明の第５の態様によると、第１～４のいずれか一態様の電子機器において、撮像部
を動画モードと静止画モードとに設定可能な設定部と、決定部は、設定部により動画モー
ドが設定された場合に、撮像信号を外部機器に送信することが好ましい。
　本発明の第６の態様によると、第５記載の電子機器は、外部機器で処理された画像をラ
イブビュー表示する表示部を備える。
　本発明の第７の態様によると、電子機器は、撮像部が撮像した撮像信号を処理する処理
部と、撮像部が撮像した撮像信号を外部機器に送信可能な通信部と、撮像部と、処理部と
の少なくとも一方の発熱状態に応じて、撮像信号を外部機器に送信するかどうかを決定す
る決定部と、を備える。
　本発明の第８の態様によると、第７の態様の電子機器において、決定部は、通信部の発
熱状態に応じて、撮像信号を外部機器に送信するかどうかを決定することが好ましい。
　本発明の第９の態様によると、第７または８の態様の電子機器において、撮像部と、処
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理部と、通信部との少なくとも１つの温度を検出する温度検出部を備えることが好ましい
。
　本発明の第１０の態様によると、第７～９のいずれか一態様の電子機器において、動画
と静止画とを記録媒体に記録させる記録部を備え、決定部は、記録部が動画を記録媒体に
記録させる際に、撮像信号を外部機器に送信することが好ましい。
　本発明の第１１の態様によると、電子機器は、撮像部が撮像した撮像信号を処理する処
理部と、撮像部が撮像した撮像信号を外部機器に送信可能な通信部と、通信部の発熱状態
に応じて、撮像信号を外部機器に送信するかどうかを決定する決定部と、を備える。
　本発明の第１２の態様によると、第１１の態様の電子機器において、通信部の温度を検
出する温度検出部を備えることが好ましい。
　本発明の第１３の態様によると、第１１または１２の態様の電子機器において、通信部
は、撮像信号と、処理部に関する情報とを外部機器に送信することが好ましい。
【発明の効果】
【０００６】
　本発明によれば、使い勝手のよい電子機器を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１】本発明の第１の実施の形態に係る撮影システムの構成を示すブロック図である。
【図２】第１制御部２１が実行するライブビュー処理のフローチャートである。
【図３】第２の実施の形態に係る第１制御部２１が実行するライブビュー処理のフローチ
ャートである。
【図４】撮像素子１２の温度変化に伴う第１ＡＳＩＣ１４と第２ＡＳＩＣ１０２との切替
を示すタイムチャートである。
【図５】１つのサーバ１００に対し、複数のカメラを接続する一例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【０００８】
（第１の実施の形態）
　図１は、本発明の第１の実施の形態に係る撮影システムの構成を示すブロック図である
。撮影システム１は、カメラ１０とサーバ１００とを含む。カメラ１０とサーバ１００と
は、例えばＬＡＮやＷＡＮ等のネットワーク８０を介して接続され、双方向のデータ通信
を行うことができる。
【０００９】
　カメラ１０は、複数のレンズ群から成る光学系１１により結像された被写体像を、例え
ばＣＭＯＳやＣＣＤ等の撮像素子１２により撮像して画像データを得る、いわゆるレンズ
一体型のデジタルカメラである。カメラ１０は、Ａ／Ｄ変換器１３、第１ＡＳＩＣ１４、
表示部１５、記録媒体１６、操作部１７、第１メモリ１８、第１通信部１９、温度センサ
２０、および第１制御部２１を備える。
【００１０】
　Ａ／Ｄ変換器１３は、撮像素子１２から出力されたアナログ画像信号をデジタル画像信
号に変換する。第１ＡＳＩＣ１４は、Ａ／Ｄ変換器１３が出力したデジタル画像信号に対
し、種々の画像処理（例えば色補間処理、階調変換処理、輪郭強調処理、ホワイトバラン
ス調整処理、画像圧縮処理など）を行う回路である。第１ＡＳＩＣ１４は、上記の画像処
理を行ったデジタル画像信号を、表示部１５や記録媒体１６に出力する。撮像素子１２と
第１ＡＳＩＣ１４とは、カメラ１０の筐体内において近接して配置されており、動画の撮
像や動画の画像処理の場合には、撮像素子１２および第１ＡＳＩＣ１４の処理が増大し、
それに伴う発熱が撮像素子１２および第１ＡＳＩＣ１４の温度を上昇させる。
【００１１】
　表示部１５は、例えば液晶パネル等により構成された表示装置であり、第１ＡＳＩＣ１
４が出力したデジタル画像信号に基づく画像（静止画、動画）や、種々の操作メニュー画
面等を表示する。記録媒体１６は、例えばＳＤカード（登録商標）等の可搬性の記録媒体
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であり、第１ＡＳＩＣ１４が出力したデジタル画像信号に基づく画像ファイルを記録する
。操作部１７は、撮影準備動作や撮影動作を指示するレリーズスイッチ、各種設定を行う
タッチパネル、撮影モードを選択するモードダイヤル等の操作部材を有する。ユーザがこ
れらの操作部材を操作すると、操作部１７は第１制御部２１に当該操作に応じた操作信号
を出力する。なお、レリーズスイッチにより静止画および動画の撮影指示を行なってもよ
く、動画専用の動画撮像スイッチを設けるようにしてもいい。また、本実施形態のモード
ダイヤルは少なくとも複数の静止画モードの設定と、動画モードの設定が可能となってい
る。
【００１２】
　第１メモリ１８は、例えばフラッシュメモリなどの不揮発性の半導体メモリであり、第
１制御部２１がカメラ１０を制御するための制御プログラムや制御パラメータ等を予め記
憶する。第１通信部１９は、例えば無線通信により、ネットワーク８０を介してサーバ１
００とデータ通信を行う通信回路である。温度センサ２０は、撮像素子１２の近傍に設け
られ、撮像素子１２の温度（すなわち撮像素子１２の発熱状態）を検出する。
【００１３】
　第１制御部２１は、不図示のマイクロプロセッサ、メモリおよびその周辺回路から成り
、第１メモリ１８から所定の制御プログラムを読み込んで実行することによりカメラ１０
全体を制御する。
【００１４】
　サーバ１００は、第２通信部１０１、第２ＡＳＩＣ１０２、第２メモリ１０４、および
第２制御部１０６を備える。第２通信部１０１は、例えば無線通信により、ネットワーク
８０を介してカメラ１０とデータ通信を行う通信回路である。第２ＡＳＩＣ１０２は、デ
ジタル画像信号に対して、第１ＡＳＩＣ１４と同様の画像処理を行う回路である。
【００１５】
　第２メモリ１０４は、例えばフラッシュメモリなどの不揮発性の半導体メモリであり、
第２制御部１０６がサーバ１００を制御するための制御プログラムや制御パラメータ等を
予め記憶する。第２メモリ１０４は、上記の制御プログラムや制御パラメータ等に加えて
、第２ＡＳＩＣ１０２が種々の画像処理を施した画像データを記憶することができる。
【００１６】
　次に、カメラ１０のライブビュー表示について説明する。カメラ１０の電源がオン状態
のとき、第１制御部２１は表示部１５にいわゆるライブビュー表示を行う。ライブビュー
表示を行うとき、第１制御部２１は、撮像素子１２に被写体像を撮像させ、Ａ／Ｄ変換器
１３に被写体像のデジタル画像信号を出力させる。なお、前述したように本実施形態のモ
ードダイヤルでは、複数の静止画の設定と、動画の設定が可能である。第１ＡＳＩＣ１４
は、モードダイヤルが静止画か動画かに応じてライブビュー表示の処理を変更している。
具体的には、静止画モードのライブビューの場合に、撮像素子１２の撮像を間引いたりし
て第１ＡＳＩＣ１４の演算量を少なくしてライブビュー画像を生成しているのに対して、
動画モードのライブビューでは、撮像素子１２および第１ＡＳＩＣ１４は、動画の記録サ
イズの同じ解像度でライブビュー画像を生成している。すなわち、本実施形態において、
撮像素子１２および第１ＡＳＩＣ１４の発熱量は、静止画モードのライブビューよりも動
画モードのライブビューで大きくなっている。
【００１７】
　第１制御部２１は、カメラ１０の動作状態（ライブビューが静止画モードか動画モード
か）に基づいて、このデジタル画像信号を、カメラ１０内の第１ＡＳＩＣ１４に処理させ
るか、サーバ１００内の第２ＡＳＩＣ１０２に処理させるかを決定する。第１制御部２１
がデジタル画像信号を第１ＡＳＩＣ１４に処理させることを決定した場合、第１ＡＳＩＣ
１４は、デジタル画像信号に種々の画像処理を施して作成した画像データ（スルー画）を
表示部１５に表示する。
【００１８】
　他方、第１制御部２１がデジタル画像信号を第２ＡＳＩＣ１０２に処理させることを決
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定した場合、第１制御部２１は、Ａ／Ｄ変換器１３が出力したデジタル画像信号を、第１
通信部１９を介してサーバ１００に送信する。サーバ１００内の第２制御部１０６は、第
２通信部１０１を介してこのデジタル画像信号を受信すると、第２ＡＳＩＣ１０２に受信
したデジタル画像信号を処理させる。第２ＡＳＩＣ１０２は、このデジタル画像信号に種
々の画像処理を施して画像データ（スルー画）を作成する。第２制御部１０６は、第２Ａ
ＳＩＣ１０２が作成した画像データ（スルー画）を、第２通信部１０１を介してカメラ１
０に送信する。カメラ１０内の第１制御部２１は、第１制御部２１を介してこの画像デー
タ（スルー画）を受信し、表示部１５に表示する。
【００１９】
　図２は、第１制御部２１が実行するライブビュー処理のフローチャートであり、本実施
形態においては動画モードのライブビューの場合に、本フローチャートが開始する。まず
ステップＳ０１において、第１制御部２１は、第１通信部１９による無線通信の可否を判
定する。第１通信部１９が無線通信可能な状態である場合、処理はステップＳ０２に進む
。
【００２０】
　ステップＳ０２において、第１制御部２１は、温度センサ２０により検出した撮像素子
１２の温度が所定のしきい値（例えば７０度）以下であるか否かを判定する。撮像素子１
２の温度が所定のしきい値以下である場合には、処理はステップＳ０３に進む。ステップ
Ｓ０３で第１制御部２１は、画像データ（スルー画）を作成するために必要な画像処理の
量（演算量）が所定のしきい値以上か否かを判定する。画像処理の量が所定のしきい値以
上であった場合、処理はステップＳ０４に進む。なお、所定のしきい値は、５度刻みで適
宜設定するようにしてもよい。
【００２１】
　ステップＳ０４において第１制御部２１は、第１通信部１９を介した無線通信により、
Ａ／Ｄ変換器１３から出力されるデジタル画像信号のうち一部をサーバ１００へ送信する
。そして、続くステップＳ０５において、カメラ１０の第１ＡＳＩＣ１４とサーバ１００
の第２ＡＳＩＣ１０２とが、デジタル画像信号に対し分担して画像処理を行う。
【００２２】
　第１ＡＳＩＣ１４と第２ＡＳＩＣ１０２とによる画像処理の分担方法としては、ある一
定時間第１ＡＳＩＣ１４にて処理した後に第２ＡＳＩＣ１０２に切り換える処理を繰る返
すことが挙げられる。また、第１制御部２１が画像データ（スルー画）を毎秒６０フレー
ムの速度で表示部１５に表示するのであれば、第１制御部２１はＡ／Ｄ変換器１３から毎
秒６０回の速度で出力されるデジタル画像信号のうち、奇数フレーム分を第１ＡＳＩＣ１
４に出力させ、偶数フレーム分を第１通信部１９によりサーバ１００へ送信する。そして
、第１ＡＳＩＣ１４は奇数フレームの画像処理を実行し、第２ＡＳＩＣ１０２は偶数フレ
ームの画像処理を実行することが挙げられる。
【００２３】
　他方、ステップＳ０３において画像処理の量が所定のしきい値を下回る場合、および、
ステップＳ０２で撮像素子１２の温度が所定のしきい値を下回る場合には、処理はステッ
プＳ０６に進む。ステップＳ０６で第１制御部２１は、第１通信部１９を介した無線通信
により、Ａ／Ｄ変換器１３から出力されるデジタル画像信号をサーバ１００へ送信する。
そして、ステップＳ０７において、サーバ１００の第２ＡＳＩＣ１０２は、第２通信部１
０１を介して受信したデジタル画像信号に画像処理を実行して画像データ（スルー画）を
作成する。
【００２４】
　ステップＳ０１において、例えばカメラ１０が無線通信の基地局から遠く離れている等
の理由により、カメラ１０とサーバ１００との無線通信が行えない状態である場合、処理
はステップＳ０８に進む。ステップＳ０８で第１制御部２１は、温度センサ２０により検
出した撮像素子１２の温度が所定のしきい値以下であるか否かを判定する。撮像素子１２
の温度が所定のしきい値以下である場合には、処理はステップＳ０９に進む。ステップＳ
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０９で第１制御部２１は、Ａ／Ｄ変換器１３から出力されるデジタル画像信号を第１ＡＳ
ＩＣ１４に入力させ、第１ＡＳＩＣ１４にこのデジタル画像信号に対して画像処理を行わ
せ、画像データ（スルー画）を作成させる。
【００２５】
　他方、ステップＳ０８において撮像素子１２の温度が所定のしきい値を上回る場合、処
理はステップＳ１０に進む。ステップＳ１０で第１制御部２１は、動画モードのライブビ
ューから静止画モードのライブビューに変更して、撮像素子１２および第１ＡＳＩＣ１４
の処理量を軽減する。
【００２６】
　以上のように、第１制御部２１はスルー画作成処理において、第１通信部１９による無
線通信の可否、温度センサ２０により検出した撮像素子１２の温度、および第１ＡＳＩＣ
１４による画像処理量（画像処理負荷、演算量）、という３つのカメラ１０の動作状態を
参照して、サーバ１００にデジタル画像信号を送信するか否かを決定する。
【００２７】
　第１制御部２１は、無線通信が行える場合（ステップＳ０１で肯定判定がなされる場合
）、Ａ／Ｄ変換器１３から出力されるデジタル画像信号をサーバ１００の第２ＡＳＩＣ１
０２に処理させる。これにより、第１ＡＳＩＣ１４の演算負荷が低減し、第１ＡＳＩＣ１
４の発熱量が低下するので、撮像素子１２の温度上昇が抑制される。
【００２８】
（第２の実施の形態）
　第２の実施の形態に係る撮影システムは、第１通信部１９の近傍に不図示の温度センサ
を設けたことを除き、第１の実施の形態に係る撮影システムと同様の構成を有する。この
不図示の温度センサは、第１通信部１９の温度を検出する。第１通信部１９は、第１ＡＳ
ＩＣ１４と同様に、通信量（授受するデータ量）が増大するほど発熱し、同一の筐体内に
設けられている撮像素子１２へ、通信量に応じた熱量を与える。
【００２９】
　本実施形態の第１制御部２１は、スルー画作成処理において、第１通信部１９による無
線通信の可否、温度センサ２０により検出した撮像素子１２の温度、および第１ＡＳＩＣ
１４による画像処理量（画像処理負荷、演算量）、という３つのカメラ１０の動作状態に
加えて、更に不図示の温度センサにより検出した第１通信部１９の温度を参照して、サー
バ１００にデジタル画像信号を送信するか否かを決定する。
【００３０】
　図３は、第２の実施の形態に係る第１制御部２１が実行するライブビュー処理のフロー
チャートである。まずステップＳ１１において、第１制御部２１は、第１通信部１９によ
る無線通信の可否を判定する。第１通信部１９が無線通信可能な状態である場合、処理は
ステップＳ１２に進む。
【００３１】
　ステップＳ１２において、第１制御部２１は、温度センサ２０により検出した撮像素子
１２の温度が所定のしきい値以下であるか否かを判定する。撮像素子１２の温度が所定の
しきい値以下である場合には、処理はステップＳ１３に進む。ステップＳ１３で第１制御
部２１は、画像データ（スルー画）を作成するために必要な画像処理の量（演算量）が所
定のしきい値以上か否かを判定する。画像処理の量が所定のしきい値以上であった場合、
処理はステップＳ１４に進む。
【００３２】
　ステップＳ１４において第１制御部２１は、第１通信部１９を介した無線通信により、
Ａ／Ｄ変換器１３から出力されるデジタル画像信号のうち一部をサーバ１００へ送信する
。そして、続くステップＳ０５において、カメラ１０の第１ＡＳＩＣ１４とサーバ１００
の第２ＡＳＩＣ１０２とが、デジタル画像信号に対し分担して画像処理を行う。
【００３３】
　他方、ステップＳ１３において画像処理の量が所定のしきい値を下回る場合、および、
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ステップＳ１２で撮像素子１２の温度が所定のしきい値を下回る場合には、処理はステッ
プＳ１６に進む。ステップＳ１６で第１制御部２１は、不図示の温度センサにより検出し
た第１通信部１９の温度が所定のしきい値以下（例えば、６０度）であるか否かを判定す
る。第１通信部１９の温度が所定のしきい値以下である場合には、処理はステップＳ１７
に進む。ステップＳ１７において第１制御部２１は、第１通信部１９を介した無線通信に
より、Ａ／Ｄ変換器１３から出力されるデジタル画像信号をサーバ１００へ送信する。そ
して、ステップＳ１８において、サーバ１００の第２ＡＳＩＣ１０２は、第２通信部１０
１を介して受信したデジタル画像信号に画像処理を実行して画像データ（スルー画）を作
成する。
【００３４】
　ステップＳ１６において第１通信部１９の温度が所定のしきい値を上回る場合には処理
はステップＳ１４に進む。ステップＳ１４およびＳ１５において第１制御部２１は、既に
説明したように、第１通信部１９を介した無線通信により、Ａ／Ｄ変換器１３から出力さ
れるデジタル画像信号のうち一部をサーバ１００へ送信し、カメラ１０の第１ＡＳＩＣ１
４とサーバ１００の第２ＡＳＩＣ１０２とに分担して画像処理を行わせる。これは、第１
通信部１９の温度が高くなりすぎることを防ぐ措置である。なお、第１通信部１９の温度
のしきい値を５度刻みで適宜設定すればよい。
　また、第１制御部２１は、ステップＳ１４，Ｓ１５に代えて、第１通信部１９の温度が
規定値以上の場合は、第１通信部１９によるデジタル画像画像のサーバ１００への送信を
中止して、第１ＡＳＩＣ１４による画像処理を行うようにしてもよい。
【００３５】
　なお、ステップＳ１１において、カメラ１０とサーバ１００との無線通信が行えない状
態である場合の処理（ステップＳ１９～Ｓ２１）は、第１の実施の形態で説明した図２の
ステップＳ０８～Ｓ１０の処理と同一であるため、説明を省略する。　
【００３６】
（第３の実施の形態）
　第３の実施の形態に係る撮影システムは、第１の実施の形態に係る撮影システムから温
度センサ２０を除いた構成を有する。第１制御部２１は、静止画撮影モードにおいて静止
画像を撮影する際には第１ＡＳＩＣ１４に画像処理を行わせ、動画撮影モードにおいて動
画像を撮影する際にはサーバ１００の第２ＡＳＩＣ１０２に画像処理を行わせる。第３の
実施の形態において、第１制御部２１は、このように撮影モードに応じて第１ＡＳＩＣ１
４に画像処理を行わせるか第２ＡＳＩＣ１０２に画像処理を行わせるかを決定しているの
で、撮影システムの構成・制御を簡略化することができる。
【００３７】
　次のような変形も本発明の範囲内であり、変形例の一つ、もしくは複数を上述の実施形
態と組み合わせることも可能である。
【００３８】
（変形例１）
　例えば第１の実施形態において、第１ＡＳＩＣ１４により作成されるスルー画は、表示
部１５に略リアルタイムで出力されるのに対し、第２ＡＳＩＣ１０２により作成されるス
ルー画は、第１通信部１９と第２通信部１０１とによる無線通信を介する必要があり、遅
延が生じうる。この遅延を抑制するために、第１制御部２１が、第１ＡＳＩＣ１４が出力
したスルー画および第１通信部１９が受信したスルー画を、不図示のメモリにバッファリ
ングし、スルー画の表示を常に一定時間（例えば０．５秒）だけ遅延させるようにしても
よい。これにより、サーバ１００から送信されるスルー画に遅延が生じた場合であっても
、表示部１５に表示されるスルー画は滑らかに連続したものとなる。
【００３９】
　また、スルー画の作成に利用されるＡＳＩＣの切替時に、第１制御部２１が、第１ＡＳ
ＩＣ１４と第２ＡＳＩＣ１０２とを共に動作させる期間を設けるようにしてもよい。これ
により、切替に伴いスルー画が一時的に途切れることがない。以下、この点についてより
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詳細に説明する。
【００４０】
　図４は、撮像素子１２の温度変化に伴う第１ＡＳＩＣ１４と第２ＡＳＩＣ１０２との切
替を示すタイムチャートである。なお図４では、説明を簡単にするため、図２のステップ
Ｓ０４、Ｓ０５のように、第１ＡＳＩＣ１４と第２ＡＳＩＣ１０２とが分担して画像処理
を行うことがないものとしている。
【００４１】
　時刻ｔ１において第１ＡＳＩＣ１４による画像処理が開始され、表示部１５へのライブ
ビュー表示が始まる。第１ＡＳＩＣ１４は時刻ｔ１以降、繰り返し画像処理を実行して発
熱し、撮像素子１２の温度が上昇する。その後、時刻ｔ２において、温度センサ２０によ
り検出された撮像素子１２の温度がしきい値を超える。このとき第１制御部２１は、Ａ／
Ｄ変換器１３から出力されるデジタル画像信号のサーバ１００への送信を開始するが、第
１ＡＳＩＣ１４による画像処理も並行して実行させる。そして、無線通信に伴う遅延を吸
収できるだけの時間が経過した時刻ｔ３において、第１制御部２１は第１ＡＳＩＣ１４に
よる画像処理を中止させる。
【００４２】
　時刻ｔ３以降、第１ＡＳＩＣ１４は画像処理を実行しないので、その発熱量はごく小さ
く、撮像素子１２の温度上昇が抑止される。その結果、時刻ｔ４において、温度センサ２
０により検出された撮像素子１２の温度がしきい値以下になる。第１制御部２１はこれに
応じて、第１ＡＳＩＣ１４による画像処理を再開させるが、時刻ｔ２のときと同様に、サ
ーバ１００へのデジタル画像信号の送信も並行して行う。そして、一定時間が経過した時
効ｔ５において、第１制御部２１はサーバ１００へのデジタル画像信号の送信を中止する
。このように、切替時に両ＡＳＩＣの動作を重畳させることで、通信に伴う遅れの影響を
最小限にすることができる。
【００４３】
（変形例２）
　図１では、１つのカメラ１０と１つのサーバ１００とがネットワーク８０により接続さ
れた撮影システムを図示したが、１つのサーバに複数のカメラが接続されていてもよいし
、複数のサーバと複数のカメラとが互いに接続されていてもよい。図５に、１つのサーバ
１００に対し、複数のカメラ（カメラ１０、カメラ３０、カメラ５０）を接続する一例を
示す。
【００４４】
　図５において、カメラ１０と、カメラ３０と、カメラ５０は、それぞれ異なる画像処理
により撮影画像データを作成する。より具体的には、カメラ１０が有する第１ＡＳＩＣ１
４と、カメラ３０が有する第３ＡＳＩＣ３４と、カメラ５０が有する第５ＡＳＩＣ５４は
、それぞれ実行可能な画像処理の内容が異なっている。従って、撮像素子１２から同一の
アナログ画像信号が出力された場合であっても、第１ＡＳＩＣ１４により作成される画像
データと、第３ＡＳＩＣ３４により作成される画像データと、第５ＡＳＩＣ５４により作
成される画像データは、例えば色合いや質感等が互いに異なるものとなる。
【００４５】
　図５に示したサーバ１００は。第１ＡＳＩＣ１４と同等の画像処理を実行可能な第２Ａ
ＳＩＣ１０２に加えて、第３ＡＳＩＣ３４と同等の画像処理を実行可能な第４ＡＳＩＣ１
１２と、第５ＡＳＩＣ５４と同等の画像処理を実行可能な第６ＡＳＩＣ１２２を有してい
る。つまり、第４ＡＳＩＣ１１２の画像処理により作成される画像データは、第３ＡＳＩ
Ｃ３４の画像処理により作成される画像データと略同一である。
【００４６】
　以上のように構成された撮影システムにおいて、各カメラの制御部は、サーバ１００へ
、デジタル画像信号と共に、各ＡＳＩＣが実行する画像処理の内容に関する情報を送信す
る。この情報は、例えばカメラの機種名であってもよいし、各ＡＳＩＣの仕様（色、ホワ
イトバランス、質感等）を表す情報、あるいは、各ＡＳＩＣが実行する画像処理のパラメ
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づいて、当該情報と共に受信したデジタル画像信号をどのＡＳＩＣに処理させるかを決定
する。例えば第２制御部１０６は、カメラ３０から受信したデジタル画像信号であれば、
第４ＡＳＩＣ１１２に処理させる。
【００４７】
（変形例３）
　上述した第１の実施の形態では、温度センサ２０を撮像素子１２の近傍に設け、第１制
御部２１は温度センサ２０により検出した撮像素子１２の温度に基づいてデジタル画像信
号の送信可否を決定していたが、温度センサ２０を第１ＡＳＩＣ１４の近傍に設け、撮像
素子１２ではなく第１ＡＳＩＣ１４の温度に基づいてデジタル画像信号の送信可否を決定
してもよい。第２の実施の形態についても同様である。また、温度センサ２０により検出
した温度に基づいてデジタル画像信号の送信可否を決定するのではなく、温度センサ２０
により検出した温度の時系列的な変化（温度勾配）に基づいてデジタル画像信号の送信可
否を決定してもよい。また、温度センサ２０を撮像素子１２と、第１ＡＳＩＣ１４とのぞ
れぞれの近傍に設けてもよい。
【００４８】
（変形例４）
　カメラ１０の外部に設けられ、カメラ１０からデジタル画像信号を受信して画像処理を
施すのは、サーバ１００以外の外部機器であってもよく、例えばパーソナルコンピュータ
やいわゆるスマートフォン、タブレット型（スレート型）のコンピュータ等の携帯型電子
機器などであってもよい。
【００４９】
（変形例５）
　上述した実施形態では、レンズ一体型のデジタルカメラを例に説明した。本発明はこの
ような実施の形態に限定されない。例えば、レンズ交換可能ないわゆる一眼レフレックス
方式のデジタルカメラや、クイックリターンミラーを持たないレンズ交換式のデジタルカ
メラ（ミラーレスカメラ）、タブレット型のコンピュータ等の携帯型電子機器に適用する
ことが可能である。なお、一眼レフレックス方式のデジタルカメラにおいては、ライブビ
ュー表示を行うライブビューボタンやスイッチが設けられており、この場合に動画用ライ
ブビューと静止画用ライブビューとの設定が可能でもある。このような場合も第１の実施
形態を適用することができる。
【００５０】
　本発明の特徴を損なわない限り、本発明は上記実施の形態に限定されるものではなく、
本発明の技術的思想の範囲内で考えられるその他の形態についても、本発明の範囲内に含
まれる。
【００５１】
　次の優先権基礎出願の開示内容は引用文としてここに組み込まれる。
　日本国特許出願２０１３年第３９１２８号（２０１３年２月２８日出願）
【符号の説明】
【００５２】
１…撮影システム、１０、３０、５０…カメラ、１１…光学系、１２…撮像素子、１３…
Ａ／Ｄ変換器、１４…第１ＡＳＩＣ、１５…表示部、１６…記録媒体、１７…操作部、１
８…第１メモリ、１９…第１通信部、２０…温度センサ、２１…第１制御部、８０…ネッ
トワーク、１００…サーバ、１０１…第２通信部、１０２…第２ＡＳＩＣ、１０４…第２
メモリ、１０６…第２制御部
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【図１】 【図２】

【図３】 【図４】
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【図５】

【手続補正書】
【提出日】平成29年10月20日(2017.10.20)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　撮影を行って処理前画像データを出力する撮影部と、
　画像処理部を有し複数の電子機器と通信する外部機器と通信可能であり、前記処理前画
像データを前記外部機器に送信すると、前記外部機器の画像処理部で前記処理前画像デー
タが処理された外部処理済画像データを受信する通信部と、
　前記外部機器に前記処理前画像データを送信するかどうかを決定する決定部と、
　前記処理前画像データを処理して内部処理済画像データとする処理部と、
　前記外部処理済画像データと前記内部処理済画像データとのいずれか一方により生成さ
れる画像を表示する表示部と、を備える電子機器。
【請求項２】
　請求項１に記載の電子機器において、
　前記通信部は、前記電子機器の個体情報と前記処理前画像データとを共に前記外部機器
に送信する電子機器。
【請求項３】
　請求項２に記載の電子機器において、
　前記電子機器の個体情報とは、前記電子機器で行われる画像処理に関する情報である電
子機器。
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【請求項４】
　請求項３に記載の電子機器において、
　前記情報は、色、ホワイトバランスに関するパラメータである電子機器。
【請求項５】
　請求項１から請求項４までのいずれか一項に記載の電子機器において、
　前記処理前画像データは、動画撮影により出力された画像データである電子機器。
【請求項６】
　請求項１から請求項５までのいずれか一項に記載の電子機器において、
　前記撮影部の撮影モードを動画撮影モードまたは静止画撮影モードに選択可能な選択部
を備え、
　前記決定部は、前記選択部により前記動画撮影モードと前記静止画撮影モードとのどち
らが選択されているかに応じて前記外部機器に前記処理前画像データを送信するかどうか
を決定する電子機器。
【請求項７】
　請求項６に記載の電子機器において、
　前記決定部は、前記選択部により前記動画撮影モードが選択されていると前記外部機器
に前記処理前画像データを送信することとし、前記選択部により前記静止画撮影モードが
選択されていると前記外部機器に前記処理前画像データを送信しないこととする電子機器
。
【請求項８】
　請求項１から請求項７までのいずれか一項に記載の電子機器において、
　前記表示部は、前記外部処理済画像データにより生成されるライブビュー画像を表示す
る電子機器。
【請求項９】
　請求項１から請求項８までのいずれか一項に記載の電子機器において、
　前記外部処理済画像データを記録する記録部を備える電子機器。
【請求項１０】
　請求項１から請求項８までのいずれか一項に記載の電子機器において、
　前記撮影部が出力した前記処理前画像データを記録する記録部を備える電子機器。
【請求項１１】
　請求項１から請求項１０までのいずれか一項に記載の電子機器において、
　前記処理前画像データは、色補間処理前または階調変換処理前または輪郭強調処理前ま
たはホワイトバランス調整処理前または画像圧縮処理前のデータである電子機器。
【請求項１２】
　請求項１から請求項１１までのいずれか一項に記載の電子機器において、
　前記通信部で受信した前記外部処理済画像データは、前記外部機器の画像処理部で色補
間処理または階調変換処理または輪郭強調処理またはホワイトバランス調整処理または画
像圧縮処理された画像データである電子機器。
【請求項１３】
　請求項１から請求項１２までのいずれか一項に記載の電子機器において、
　前記処理前画像データは、前記撮影部が有する撮像素子から出力される信号である電子
機器。
【請求項１４】
　撮像部から処理前画像データを出力させ、
　複数の電子機器と通信する外部機器の画像処理部と内部の処理部とのどちらで画像処理
を行うか決定し、
　前記外部機器の前記画像処理部で前記画像処理を行うと決定すると、前記外部機器に前
記処理前画像データを送信し、前記外部機器の前記画像処理部で前記処理前画像データが
処理された外部処理済画像データを受信し、前記外部処理済画像データにより生成される
画像を表示する表示方法。
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【請求項１５】
　画像処理を行う画像処理部と、
　処理前画像データを出力する撮影部と画像を表示する表示部とを有する複数の外部機器
と通信可能であり、前記処理前画像データを前記複数の外部機器のうちの１つの外部機器
から受信すると、受信した前記処理前画像データを前記画像処理部で前記１つの外部機器
の表示部で表示可能に画像処理して外部処理済画像データとして前記１つの外部機器に送
信する通信部と、を備え、
　前記画像処理部による画像処理は、前記１つの外部機器での画像処理と同等である電子
機器。
【請求項１６】
　請求項１５に記載の電子機器において、
　前記通信部は、前記１つの外部機器の表示部でライブビュー表示される画像の画像デー
タを前記外部処理済画像データとして送信する電子機器。
【請求項１７】
　請求項１５または請求項１６に記載の電子機器において、
　前記通信部は、前記１つの外部機器の個体情報と前記処理前画像データとを共に、前記
１つの外部機器から受信する電子機器。
【請求項１８】
　請求項１７に記載の電子機器において、
　前記外部機器の個体情報とは、前記外部機器で行われる画像処理に関する情報である電
子機器。
【請求項１９】
　請求項１８に記載の電子機器において、
　前記情報は、色、ホワイトバランスに関するパラメータである電子機器。
【請求項２０】
　請求項１５から請求項１９までのいずれか一項に記載の電子機器において、
　前記処理前画像データは動画像データである電子機器。
【請求項２１】
　請求項１５から請求項２０までのいずれか一項に記載の電子機器において、
　前記通信部で受信した前記処理前画像データを記録する記録部を備える電子機器。
【請求項２２】
　請求項１５から請求項２１までのいずれか一項に記載の電子機器において、
　前記画像処理部で処理した前記外部処理済画像データを記録する記録部を備える電子機
器。
【請求項２３】
　請求項１５から請求項２２のいずれか一項に記載の電子機器において、
　前記外部機器から受信する前記処理前画像データは、色補間処理前または階調変換処理
前または輪郭強調処理前またはホワイトバランス調整処理前または画像圧縮処理前のデー
タである電子機器。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００１】
　本発明は、電子機器および表示方法に関する。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００５
【補正方法】変更
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【補正の内容】
【０００５】
　本発明の第１の態様による電子機器は、撮影を行って処理前画像データを出力する撮影
部と、画像処理部を有し複数の電子機器と通信する外部機器と通信可能であり、前記処理
前画像データを前記外部機器に送信すると、前記外部機器の画像処理部で前記処理前画像
データが処理された外部処理済画像データを受信する通信部と、前記外部機器に前記処理
前画像データを送信するかどうかを決定する決定部と、前記処理前画像データを処理して
内部処理済画像データとする処理部と、前記外部処理済画像データと前記内部処理済画像
データとのいずれか一方により生成される画像を表示する表示部とを備える。
　本発明の第２の態様による表示方法は、撮像部から処理前画像データを出力させ、複数
の電子機器と通信する外部機器の画像処理部と内部の処理部とのどちらで画像処理を行う
か決定し、前記外部機器の前記画像処理部で前記画像処理を行うと決定すると、前記外部
機器に前記処理前画像データを送信し、前記外部機器の前記画像処理部で前記処理前画像
データが処理された外部処理済画像データを受信し、前記外部処理済画像データにより生
成される画像を表示する。
　本発明の第３の態様による電子機器は、画像処理を行う画像処理部と、処理前画像デー
タを出力する撮影部と画像を表示する表示部とを有する複数の外部機器と通信可能であり
、前記処理前画像データを前記複数の外部機器のうちの１つの外部機器から受信すると、
受信した前記処理前画像データを前記画像処理部で前記１つの外部機器の表示部で表示可
能に画像処理して外部処理済画像データとして前記１つの外部機器に送信する通信部と、
を備え、前記画像処理部による画像処理は、前記１つの外部機器での画像処理と同等であ
る。



(16) JP 2018-11327 A 2018.1.18

10

フロントページの続き

(72)発明者  桑野　邦宏
            東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号　株式会社ニコン内
(72)発明者  奥山　哲平
            東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号　株式会社ニコン内
(72)発明者  本橋　武男
            東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号　株式会社ニコン内
(72)発明者  上瀧　弥恵
            東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号　株式会社ニコン内
(72)発明者  関口　政一
            東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号　株式会社ニコン内
Ｆターム(参考) 2H020 MA07  ME35 
　　　　 　　  2H102 AA41  BB08 
　　　　 　　  5C065 AA03  BB48  CC01 
　　　　 　　  5C122 EA42  FK12  GC06  GC07  GC14  GC54  HA81  HA86 


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	written-amendment
	overflow

