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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　所定範囲内に存在する周辺機器と無線通信によるアソシエーションを行うデジタルカメ
ラにおいて、
　アソシエーション済みの周辺機器に関し、当該周辺機器を識別するための識別コード情
報を記憶する記憶手段と、
　上記所定範囲内に存在する周辺機器より、当該周辺機器を識別するための識別コード情
報を取得する取得手段と、
　上記記憶手段に記憶している識別コード情報に基づき、上記周辺機器がアソシエーショ
ン済みか否かを判定する判定手段と、
　上記判定手段によりアソシエーション済みでないと判定された場合、上記取得手段によ
り取得された上記識別コード情報を、所定の画像を関連付けて、上記記憶手段に記憶する
関連付け手段と、
　上記判定手段によりアソシエーション済みであると判定された場合、上記取得手段によ
り取得された上記識別コード情報に関連付けて上記記憶手段に記憶されている上記所定の
画像情報を表示する表示手段と、
　上記表示手段に表示された画像を選択する選択手段と、
　上記選択手段によって選択された画像と関連する識別コード情報に対応する周辺機器と
当該無線通信機器とを接続するための処理を行う接続処理手段と、
　を具備し、
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　上記関連付け手段は、
　　上記取得手段により取得された上記識別コード情報を上記記憶手段に記憶する際には
、上記所定の画像を撮像手段で撮像するための撮像モードに移行させ、
　　上記撮像モード時に上記撮像手段で撮像された画像を上記記憶手段に記憶した後は、
当該撮像手段の動作を禁止するようにしたことを特徴とするデジタルカメラ。
【請求項２】
　上記識別コード情報は、周辺機器のＩＤであることを特徴とする請求項１に記載のデジ
タルカメラ。
【請求項３】
　上記関連付け手段は、上記所定の画像のファイル名を上記周辺機器のＩＤとすることで
、関連付けすることを特徴とする請求項１に記載のデジタルカメラ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、所定範囲内に存在する周辺機器と無線通信によるアソシエーションを行うデ
ジタルカメラに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、電子機器間の接続は有線から無線に移行している。代表例として、ワイヤレスＵ
ＳＢが知られている。お互いに接続情報を持たないデジタルカメラが接続するときには、
お互いの承認を行って共有キー（コネクション鍵）を保持するアソシエーションを行い、
相手の機器名を取得する。一度アソシエーションが完了するなら、次回からはその情報に
基づいて接続先を選択する。ワイヤレスＵＳＢでは、アソシエーション方法の１つとして
、数値方式（ニューメリック方式）が規定されている。
【０００３】
　無線通信を開始する際、例えば、特許文献１に開示されているように、無線接続範囲内
に存在する機器を検索して表示させ、ユーザに選択させる。
【０００４】
　同様に、ワイヤレスＵＳＢ等の無線通信によってアソシエーション済みの機器と接続す
る場合にも、無線接続範囲内に存在する機器名を表示させて、ユーザに選択させるのが一
般的である。
【特許文献１】特開２００５－１５１２５８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、アソシエーションで得られた機器名は機種特有の情報であり、ユーザは
その機種特有の情報を識別し選択する必要がある。この場合、接続環境下に複数の機器が
存在する場合（例えばオフィス内）、似た接続名が多く、識別が困難であった。
【０００６】
　本発明は、上記の点に鑑みてなされたもので、無線接続するときに接続可能な範囲内に
複数の通信可能な周辺機器がある場合、それら周辺機器をユーザが容易に識別できる使い
勝手の良いデジタルカメラを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明のデジタルカメラの一態様は、所定範囲内に存在する周辺機器と無線通信による
アソシエーションを行うデジタルカメラにおいて、
　アソシエーション済みの周辺機器に関し、当該周辺機器を識別するための識別コード情
報を記憶する記憶手段と、
　上記所定範囲内に存在する周辺機器より、当該周辺機器を識別するための識別コード情
報を取得する取得手段と、
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　上記記憶手段に記憶している識別コード情報に基づき、上記周辺機器がアソシエーショ
ン済みか否かを判定する判定手段と、
　上記判定手段によりアソシエーション済みでないと判定された場合、上記取得手段によ
り取得された上記識別コード情報を、所定の画像を関連付けて、上記記憶手段に記憶する
関連付け手段と、
　上記判定手段によりアソシエーション済みであると判定された場合、上記取得手段によ
り取得された上記識別コード情報に関連付けて上記記憶手段に記憶されている上記所定の
画像情報を表示する表示手段と、
　上記表示手段に表示された画像を選択する選択手段と、
　上記選択手段によって選択された画像と関連する識別コード情報に対応する周辺機器と
当該無線通信機器とを接続するための処理を行う接続処理手段と、
　を具備し、
　上記関連付け手段は、
　　上記取得手段により取得された上記識別コード情報を上記記憶手段に記憶する際には
、上記所定の画像を撮像手段で撮像するための撮像モードに移行させ、
　　上記撮像モード時に上記撮像手段で撮像された画像を上記記憶手段に記憶した後は、
当該撮像手段の動作を禁止するようにしたことを特徴とする。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明によれば、デジタルカメラがアソシエーション中に取り込んだ画像を周辺機器特
有の識別コード情報に関連付けし、次回の接続からは関連付けした画像で接続先を選択す
ることができるので、周辺機器をユーザが容易に識別できる使い勝手の良いデジタルカメ
ラを提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
　以下、本発明を実施するための最良の形態を図面を参照して説明する。
【００１１】
　図１（Ａ）は、本発明の一実施形態に係るデジタルカメラとしての無線機能を内蔵した
デジタルカメラ１００を裏面から見た図であり、このデジタルカメラ１００の本体には、
シャッタ１０１、液晶ディスプレイ１０２、モードダイヤル１０３、モードダイヤル検出
位置１０４、上下左右キー１０５、ＯＫキー１０６、等が設けられている。
【００１２】
　液晶ディスプレイ１０２は、撮影中の被写体を表示するだけでなく、アソシエーション
の数値方式で得られた数値を表示したり、接続可能範囲内に存在する周辺機器一覧画像を
表示するのにも用いられる。モードダイヤル１０３は、デジタルカメラの各モードを設定
するためのダイヤルであり、モードダイヤル検出位置１０４に合わせられたモードに設定
される。図１（Ｂ）に示すように、モードダイヤル１０３上の無線通信位置１０３Ａをモ
ードダイヤル検出位置１０４に合わせると無線接続を開始するように設計されている。即
ち、このモードダイヤル１０３は、当該デジタルカメラ１００を無線通信モードに設定す
る手段として機能する。また、上下左右キー１０５は、機器一覧画像を選択するのに使用
され、ＯＫキー１０６の操作により選択画像に対応する周辺機器との無線接続を決定でき
るようになっている。
【００１３】
　図１（Ｃ）は、上記デジタルカメラ１００のシステム構成図であり、このデジタルカメ
ラ１００は、ＣＰＵ１０７、ＲＯＭ１０８、ＲＡＭ１０９、無線通信デバイス１１０、ア
ソシエーション部１１１、撮像部１１２、画像処理部１１３、表示処理部１１４、操作部
１１５、機器情報記憶部１１６、内蔵メモリ１１７、等を備える。
【００１４】
　ＣＰＵ１０７は、当該デジタルカメラ１００の動作を制御するプロセッサであり、ＲＯ
Ｍ１０８には、そのＣＰＵ１０７の制御プログラムが記憶され、ＲＡＭ１０９はワークエ
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リアとして機能する。
【００１５】
　無線通信デバイス１１０は、ワイヤレスＵＳＢ規格で規定された無線通信を実行するよ
う設計されている。アソシエーション部１１１は、当該デジタルカメラ１００に認識され
ていない周辺機器と数値方式のアソシエーションを行うように設計されている。なお、こ
のアソシエーション部１１１は、ＲＯＭ１０８内にプログラムとして組み込まれ、ＣＰＵ
１０７がそれを実行することでアソシエーション部の機能を果たすように構成しても良い
。アソシエーションとは、機器同士が初めての接続を確立するプロセスである。通常の操
作状況下では、アソシエーションは１回のプロセスであり、初回に必要とするだけである
。その後の接続では、アソシエーションで保存された情報を基に自動的に接続される。
【００１６】
　撮像部１１２は、図示しない撮像素子により被写体を撮像し、画像を入力する画像入力
手段であり、画像処理部１１３は、その入力された画像をＭＪＰＥＧなどに圧縮する。表
示処理部１１４は、画像を上記液晶ディスプレイ１０２への表示を行う。操作部１１５は
、上記シャッタ１０１、モードダイヤル１０３、上下左右キー１０５、ＯＫキー１０６が
操作されたかを検出し、ＣＰＵ１０７に通知するように設計されている。
【００１７】
　機器情報記憶部１１６は、上記アソシエーション部１１１によるアソシエーションで取
り込まれた周辺機器固有の情報を記憶する領域である。内蔵メモリ１１７は、通常の撮影
画像を記憶したり、関連付け画像を記憶する領域であり、パーソナルコンピュータ（以下
、ＰＣと略記する）と接続すると、ＰＣからは大容量記憶デバイスとしてアクセスできる
。一般的には、機器情報記憶部１１６及び内蔵メモリ１１７は、フラッシュメモリ１１８
と呼ばれる、ブロック単位で消去・書き込みが可能な不揮発性メモリに割り当てられる。
【００１８】
　図１（Ｄ）は、上記機器情報記憶部１１６の記憶フォーマットの例を示す図である。こ
こでは、登録エリア１１６Ａ～１１６Ｅまで、５個の周辺機器分の登録エリアを用意して
いるが、個数はそれに限定するものではなく、また、可変数としても構わない。どのよう
な構成とするかはプログラム依存であり、ここでは特定しない。また、固定数とした場合
、既に登録数が一杯の状態で新たな機器を登録するには、既に登録済の機器を削除して置
き換え登録することとなるが、その方法もプログラム依存であり、ここでは述べない。
【００１９】
　各登録エリアには、周辺機器ＩＤ、Friendly Name、コネクション鍵が登録される。周
辺機器ＩＤは、１６進数で１６文字の機器固有の情報である。Friendly Nameは、例えば
周辺機器名等の情報であり、これは同一機種であれば同一の情報である。コネクション鍵
は、当該周辺機器との共有キーである。
【００２０】
　図２は、内蔵メモリ１１７のフォルダ構造を示す図である。ここでは、Ｅドライブと仮
定している。通常の撮影画像は、ＤＣＩＭフォルダと画像格納フォルダ（この例では１０
０ＯＬＹＭＰフォルダ）が作成され、撮影画像１１７Ａがそこに格納される。また、本実
施形態においては、関連画像格納フォルダ（この例ではＡＳＳＯＣＩＡＴＩＯＮフォルダ
）が作成され、そこに詳細は後述するような関連画像１１７Ｂが格納されるようになって
いる。
【００２１】
　次に、上記のような構成のデジタルカメラ１００の動作について説明する。
【００２２】
　図３は、周辺機器（ＰＣ）２００の無線接続が可能な範囲である無線接続範囲２０１に
デジタルカメラ１００が存在する図である。ここで、モードダイヤル１０３の無線通信位
置１０３Ａを図１（Ｂ）に示すようにモードダイヤル検出位置１０４に合わせると、図４
に示す周辺機器検索シーケンスが開始される。もちろん、先にモードダイヤル１０３を図
１（Ｂ）に示すようにセットした後に、図３の無線接続範囲２０１に移動した場合も同じ
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である。
【００２３】
　図４は、無線接続範囲２０１の周辺機器２００に無線接続するため、デジタルカメラ１
００のＣＰＵ１０７がＲＯＭ１０８に記憶された制御プログラムに従って実行する周辺機
器検索シーケンスのフローチャートを示す図である。
【００２４】
　まずは、デジタルカメラ１００と周辺機器２００がアソシエーションされてないときの
シーケンスを説明する。
【００２５】
　ＣＰＵ１０７は、モードダイヤル１０３の無線通信位置１０３Ａがモードダイヤル検出
位置１０４に合わせられると、まず、無線接続範囲２０１内に存在する周辺機器を探す時
間を設定する（ステップＳ１０１）。ワイヤレスＵＳＢでは、この時間は、３０秒から２
分が推奨されている。
【００２６】
　そして、無線通信デバイス１１０により、アンテナ（ＡＮＴ）を介して相手先からの周
辺機器ＩＤ（ホストＩＤという表現もある）を取得する（ステップＳ１０２）。この周辺
機器ＩＤは、ワイヤレスＵＳＢでは、ＭＭＣというパケットの中に含まれる。無線通信デ
バイス１１０が周辺機器ＩＤを見つけるならＣＰＵ１０７に知らせる。そこで、ＣＰＵ１
０７は、検出された周辺機器ＩＤが、機器情報記憶部１１６に登録済みであるか否かを調
べる（ステップＳ１０３）。最初は、検出された周辺機器ＩＤは登録されてない（アソシ
エーションされてない）ため、ここではＮＯに進み、上記検出された周辺機器ＩＤを表示
処理部１１４により液晶ディスプレイ１０２に表示する（ステップＳ１０４）。この周辺
機器ＩＤは機器固有のＩＤ番号であり、表示例を図５（Ａ）に示す。もし、アソシエーシ
ョン済みなであるならば、上記ステップＳ１０３はＹＥＳに進むが、これは後で述べる。
【００２７】
　上記ステップＳ１０４での周辺機器ＩＤの表示後、操作部１１５によりユーザによる選
択操作の有無を判別する（ステップＳ１０５）。ここで、ユーザによる選択操作がない場
合には、さらに、上記ステップＳ１０１で設定した時間が経過したか否か、つまりタイム
アウトしたか否かを判別し（ステップＳ１０６）。まだタイムアウトになっていなければ
、上記ステップＳ１０２に戻る。
【００２８】
　即ち、この検索はタイムアウトするまで行われるが、ユーザが途中で機器を選択するこ
とで検索を中断し、すぐに機器との接続もできる（ステップＳ１０６のＹＥＳ）。これに
よりタイムアウトを待つ必要がない。これは後で述べる。
【００２９】
　上記ステップＳ１０６においてタイムアウトが発生したと判別したならば、検出された
ホストＩＤの一覧を表示処理部１１４により液晶ディスプレイ１０２に表示する（ステッ
プＳ１０７）。図３の例では、検出される機器は１台（周辺機器２００）であるため、表
示は図５（Ａ）のようになる。
【００３０】
　その後、操作部１１５によりユーザによる選択操作の有無を判別する（ステップＳ１０
８）。ここで、または上記ステップ１０５で、ユーザが選択操作を行うことで、選択され
た周辺機器２００との無線接続が始まる。この選択操作は明確に規定はされないが、デジ
タルカメラ１００では任意に割り当てられたボタン（例えば、ＯＫキー１０６）を押すこ
とで実現する。上記ステップＳ１０５又はステップＳ１０８においてユーザ選択操作がな
されると、ＣＰＵ１０７は、アソシエーション済みであるか否かを判定する（ステップＳ
１０９）。この例では、まだアソシエーションは完了してない（機器情報記憶部１１６に
周辺機器ＩＤが登録されてない）ので、ＮＯに進み、アソシエーションを実行する（ステ
ップＳ１１０）。もし、アソシエーションが完了している（機器情報記憶部１１６に周辺
機器ＩＤが登録されている）ならば、該ステップＳ１０９はＹＥＳに進み、当該周辺機器
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２００との無線通信が行われる（ステップＳ１１１）が、これは後で述べる。
【００３１】
　図６はワイヤレスＵＳＢにおける、数値方式のアソシエーションの例示的なフローチャ
ートを示す図である。アソシエーションとは、お互いに信頼性があることを確認するため
の認証手続きである。
【００３２】
　まず、ＣＰＵ１０７は、数値方式のアソシエーションを開始する（ステップＳ１１０Ａ
）。この数値方式のアソシエーションの詳細は、ワイヤレスＵＳＢ規格書のアソシエーシ
ョンモデル（Association Models Supplement to the Certified Wireless Universal Se
rial Bus Specification）に規定されているので、ここでは述べない。周辺機器２００と
デジタルカメラ１００はお互いに数値を計算するものである。
【００３３】
　次に、ＣＰＵ１０７は、計算した数値を表示処理部１１４により液晶ディスプレイ１０
２に表示する（ステップＳ１１０Ｂ）。その表示例を、図５（Ｂ）に示す。周辺機器２０
０においても同様に数値が表示されるが、ここでは明記しない（ワイヤレスＵＳＢではホ
ストは４桁、デバイスは２桁表示するように規定されている）。アソシエーションはお互
いに機器を接続するためにユーザに承認を促す。この方法は明確に規定はされていないが
、ＰＣではキーボードのリターンキーなどであり、デジタルカメラ１００では任意に割り
当てられたボタン（例えば、ＯＫキー１０６）を押すことで実現する。一方で、規定時間
内にユーザの承認操作が行われなければ、アソシエーションは無効となる。
【００３４】
　上記ステップＳ１１０Ｃおいてユーザ承認がなされたと判別したならば、ＣＰＵ１０７
は、無線通信デバイス１１０によりアンテナを介して周辺機器２００より当該周辺機器２
００の情報（Friendly Name）を取得し、機器情報記憶部１１６に保存してアソシエーシ
ョンは完了する（ステップＳ１１０Ｄ）。
【００３５】
　アソシエーション完了後は、上記Friendly Nameに基づいて周辺機器を選択することが
可能となる。しかしながら、オフィス等には接続可能範囲に複数の周辺機器が存在するた
め、この名称だけで相手を選択するのは困難である。また、Friendly Nameが同じ場合も
考えられ、周辺機器ＩＤとFriendly Nameの２つの組み合わせでユーザは判断しなければ
ならない。
【００３６】
　そこで、本実施形態では、Friendly Nameに代わりに、関連画像を表示して、ユーザが
周辺機器を容易に認識できるようにしようとするものである。そのために、ＣＰＵ１０７
は、まず、当該デジタルカメラ１００を、撮像部１１２による撮影動作を可能とする撮影
モードに移行させる（ステップＳ１１０Ｅ）。これにより、周辺機器ＩＤに関連付ける関
連画像の撮影準備がなされ、撮像部１１２から取り込んだ画像が表示処理部１１４により
液晶ディスプレイ１０２にスルー画として表示される。被写体は自由でありユーザ任せで
ある。図５（Ｃ）は被写体にユーザを選択したときの表示例であり、スルー画として表示
される被写体と上記計算した数値を重ね合わせて表示することで、関連画像の取得である
ことを告知することができる。なお、このステップＳ１１０Ｅの動作はアソシエーション
開始時に行われても良いが、アソシエーションの数値計算をＣＰＵ１０７で行う場合には
ＣＰＵパワーを必要とするため計算に時間が掛かり、一方、アソシエーションではこの計
算時間は３秒以内に推奨されているため、このように、計算後に撮影動作を可能とするの
が望ましい。
【００３７】
　次に、操作部１１５により画像入力操作の有無を判別する（ステップＳ１１０Ｆ）。こ
の画像入力操作はシャッタ１０１を押す等の行為である。画像入力操作がない場合は、画
像の関連付けを行わないと判断して、後述するステップＳ１１０Ｊに進む。画像入力操作
がないことを判断するキーはここでは明記はしない。また、ここで画像の関連付けを行わ
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なくても、後述するように、後で関連画像を割り当てることは可能である。
【００３８】
　上記ステップＳ１１０Ｆにおいて画像入力操作がなされた場合には、その撮影した画像
を表示処理部１１４により液晶ディスプレイ１０２に表示する（ステップＳ１１０Ｇ）。
図５（Ｄ）に表示例を示す。この場合、画像上には数値は表示されない。そして、この表
示した画像を関連画像として登録する画像登録操作の有無を判別する（ステップＳ１１０
Ｈ）。この操作は明確に規定はされていないが、デジタルカメラ１００では任意に割り当
てられたボタン（例えば、ＯＫキー１０６）を押すことで実現する。画像登録操作が無い
ならば、上記ステップＳ１１０Ｆに戻り、再度撮影動作を可能とする。画像登録操作ＮＯ
を判断するキーはここでは明記はしない。
【００３９】
　画像登録操作がなされたと判別したならば、周辺機器ＩＤを検索キー（ファイル名）と
し、通常の撮影画像と同様に内蔵メモリ１１７に関連画像を記憶する（ステップＳ１１０
Ｉ）。即ち、図２に示すように、関連画像格納フォルダ（この例ではＡＳＳＯＣＩＡＴＩ
ＯＮフォルダ）に、周辺機器ＩＤの名前で関連画像１１７Ｂを記憶する。関連画像１１７
Ｂを機器情報記憶部１１６と切り離して記憶するのは、機器情報記憶部１１６の容量を減
らすと共に、後に画像の入れ替え、画像の削除、画像の追加（図６のステップＳ１１０Ｆ
のＮＯを選択）を考慮した為である。
【００４０】
　このように関連画像１１７Ｂを記憶したならば、あるいは上記ステップＳ１１０Ｆで画
像の関連付けを行わないと判断した場合には、デジタルカメラ１００の撮像部１１２によ
る撮影動作を禁止する（ステップＳ１１０Ｊ）。そして、アソシエーションが完了したの
で、当該周辺機器２００との無線通信が行われる（ステップＳ１１０Ｋ）。
【００４１】
　次に、アソシエーション済みの場合のシーケンスを説明する。なお、既に説明した同一
部分に関しては説明を省略する。
【００４２】
　アソシエーション済みのデジタルカメラ１００とアソシエーション済みの周辺機器（Ｐ
Ｃ）２００が図３で示すような無線接続が可能な無線接続範囲２０１に存在する。当該周
辺機器２００の周辺機器ＩＤは、デジタルカメラ１００の機器情報記憶部１１６に登録済
みである。
【００４３】
　この場合には、ステップＳ１０２で検索された周辺機器ＩＤはアソシエーション済みで
あるので、ステップＳ１０３はＹＥＳとなり、当該周辺機器２００の関連画像１１７Ｂが
内蔵メモリ１１７のＡＳＳＯＣＩＡＴＩＯＮフォルダに記録されているか否かを判別する
（ステップＳ１１２）。ここで、関連画像１１７Ｂが記憶されているならば、その関連画
像１１７Ｂを表示処理部１１４により液晶ディスプレイ１０２に表示する（ステップＳ１
１３）。これに対して、関連画像が記録されてないならば、Friendly Nameを表示する（
ステップＳ１１４）。
【００４４】
　上述したように、検索はタイムアウトするまで行われる（ステップＳ１０６）が、表示
された関連画像またはFriendly Nameをユーザが選択することで（ステップＳ１０５）、
機器の検索を中断し、すぐに機器との接続を開始できる。これにより、タイムアウトを待
たずに機器の接続が開始できる。この操作は明確に規定はされていないが、デジタルカメ
ラ１００では任意に割り当てられたボタン（例えば、ＯＫキー１０６）を押すことで実現
する。
【００４５】
　上記アソシエーション時に関連画像１１７Ｂが登録されている場合には、タイムアウト
後の上記ステップＳ１０７での一覧表示は、図５（Ｄ）に示すものとなる。これにより、
ユーザは、以前に接続した周辺機器であることを容易に識別できる。
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【００４６】
　ステップＳ１０８またはステップＳ１０５で機器が選択された後は、既にアソシエーシ
ョン済みであるため、ステップＳ１０９はＹＥＳとなり、ステップＳ１１１に進んで、周
辺機器２００との無線通信が行われる。
【００４７】
　次に、デジタルカメラ１００が、複数の無線接続範囲に入っている場合を説明する。な
お、既に説明した同一部分に関しては説明を省略する。
【００４８】
　図７は、周辺機器２００Ａ～２００Ｄの無線接続範囲２０１Ａ～２０１Ｄにデジタルカ
メラ１００が存在する場合を示す図である。ここで、無線接続範囲２０１Ａを有する周辺
機器２００Ａは未アソシエーション、無線接続範囲２０１Ｂを有する周辺機器２００Ｂは
アソシエーション済みで関連画像１１７Ｂ１が割り当てられており、無線接続範囲２０１
Ｃを有する周辺機器２００Ｃ及び無線接続範囲２０１Ｄを有する周辺機器２００Ｄはアソ
シエーション済みであるが関連画像は割り当てられていないものとする。
【００４９】
　図８（Ａ）は、このような場合に上記ステップＳ１０７において表示される一覧表示の
例を示す図である。ここでは、周辺機器ＩＤが検出された順番に、周辺機器２００Ａの周
辺機器ＩＤの縮小画像１１９Ａ、周辺機器２００Ｂの周辺機器ＩＤに関連付けられた関連
画像１１７Ｂ１の縮小画像１１９Ｂ、周辺機器２００Ｃの周辺機器ＩＤに対応して記憶さ
れているFriendly Nameの縮小画像１１９Ｃ及び周辺機器２００Ｄの周辺機器ＩＤに対応
して記憶されているFriendly Nameの縮小画像１１９Ｄが表示される。
【００５０】
　上記ステップＳ１０４、上記ステップＳ１１３及び上記ステップＳ１１４における表示
は、上記液晶ディスプレイ１０２の一画面上の縮小画像を順に１つずつ追加表示していく
形態となる。
【００５１】
　なお、一覧表示は、このような一画面に縮小画像を並べて表示するものに限定しない。
例えば、図８（Ｂ）に示すように、一画面に一枚の画像を表示して、上下左右キー１０５
の操作に応じて一枚の画像を切り替え表示するようにしても良い。即ち、最初は周辺機器
２００Ａの周辺機器ＩＤの画像１２０Ａを表示しておき、右方向キー操作で周辺機器２０
０Ｂの周辺機器ＩＤに関連付けられた関連画像１１７Ｂ１の画像１２０Ｂを表示する。こ
こで右方向キー操作が行われれば図示はしないが周辺機器２００Ｃの周辺機器ＩＤに対応
して記憶されているFriendly Nameの画像が表示され、逆に、左方向キー操作で元の画像
１２０Ａを表示する。また、画像１２０Ａを表示している状態で下方向キー操作が行われ
れば周辺機器２００Ｄの周辺機器ＩＤに対応して記憶されているFriendly Nameの画像１
２０Ｄが表示される。
【００５２】
　この場合の上記ステップＳ１０４、上記ステップＳ１１３及び上記ステップＳ１１４に
おける表示は、上記液晶ディスプレイ１０２の一画面上に画像を順に１枚ずつ切り替え表
示していく形態となる。
【００５３】
　また、複数の周辺機器とアソシエーションが行われ、それぞれに関連画像が関連付けら
れている場合は、次のようになる。
【００５４】
　図９は、周辺機器２００Ａ～２００Ｄの無線接続範囲２０１Ａ～２０１Ｄにデジタルカ
メラ１００が存在する場合を示す図である。ここで、無線接続範囲２０１Ａを有する周辺
機器２００Ａはアソシエーション済みで関連画像１１７Ｂ１が割り当てられており、無線
接続範囲２０１Ｂを有する周辺機器２００Ｂはアソシエーション済みで関連画像１１７Ｂ
２が割り当てられており、無線接続範囲２０１Ｃを有する周辺機器２００Ｃはアソシエー
ション済みで関連画像１１７Ｂ３が割り当てられており、無線接続範囲２０１Ｄを有する
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周辺機器２００Ｄはアソシエーション済みで関連画像１１７Ｂ４が割り当てられていると
する。
【００５５】
　図１０（Ａ）は、このような場合に上記ステップＳ１０７において表示される一覧表示
の例を示す図である。ここでは、周辺機器ＩＤが検出された順番に、周辺機器２００Ａの
周辺機器ＩＤに関連付けられた関連画像１１７Ｂ１の縮小画像１１９ａ、周辺機器２００
Ｂの周辺機器ＩＤに関連付けられた関連画像１１７Ｂ２の縮小画像１１９Ｂ、周辺機器２
００Ｃの周辺機器ＩＤに関連付けられた関連画像１１７Ｂ１の縮小画像１１９ｃ及び周辺
機器２００Ｄの周辺機器ＩＤに関連付けられた関連画像１１７Ｂ１の縮小画像１１９ｄが
表示される。
【００５６】
　図１０（Ｂ）は、関連画像毎に上下左右キー１０５による切り替え表示の例を示す図で
ある。即ち、最初は周辺機器２００Ａの周辺機器ＩＤに関連付けられた関連画像１１７Ｂ
１の画像１２０ａを表示しておき、右方向キー操作で周辺機器２００Ｂの周辺機器ＩＤに
関連付けられた関連画像１１７Ｂ２の画像１２０Ｂを表示する。ここで右方向キー操作が
行われれば図示はしないが周辺機器２００Ｃの周辺機器ＩＤに関連付けられた関連画像１
１７Ｂ３画像が表示され、逆に、左方向キー操作で元の画像１２０ａを表示する。また、
画像１２０ａを表示している状態で下方向キー操作が行われれば周辺機器２００Ｄの周辺
機器ＩＤに関連付けられた関連画像１１７Ｂ４の画像１２０ｄが表示される。
【００５７】
　なお、どのような表示方法とするかはプログラム依存であり、ここでは特定しない。
【００５８】
　ユーザは、このような一覧表示から周辺機器を容易に識別し、無線接続する周辺機器を
容易に選択できる。
【００５９】
　なお、特に図示はしないが、アソシエーション時に画像の関連付けを行わなかったり、
関連付けした画像を変更したい場合には、内蔵メモリ１１７のＡＳＳＯＣＩＡＴＩＯＮフ
ォルダに、周辺機器ＩＤをファイル名とした画像ファイルを新規登録または上書きすれば
良い。これは、内蔵メモリ１１７が通常のフォルダ構造を有しているため、当該デジタル
カメラ１００上の操作で行うことや、無線接続した周辺機器（ＰＣ）からはストレージデ
バイスとして認識されるので、通常のファイル操作で行うことができる。
【００６０】
　以上のように、本実施形態によれば、デジタルカメラ１００がアソシエーション中に例
えば周辺機器の画像やユーザの画像を撮影して、機器情報記憶部１１６に記憶する周辺機
器ＩＤに関連付けてその画像を内蔵メモリ１１７に記憶しておくことで、次回の当該周辺
機器への接続からは、周辺機器ＩＤを取得した際にその周辺機器ＩＤに関連付けした画像
を表示することで、画像により接続先を識別して選択することができるようになるので、
周辺機器をユーザが容易に識別できる使い勝手の良いデジタルカメラを提供することがで
きる。
【００６１】
　また、アソシエーション中に周辺機器ＩＤを機器情報記憶部１６に記憶する際、自動的
に関連画像の入力モードである撮像モードへ移行するので、特別な操作が必要なく、煩わ
しさがない。さらに、アソシエーションの数値計算をＣＰＵ１０７で行う場合、周辺機器
ＩＤを記憶するより前に撮像モードへ移行すると、数値計算と撮影に関連する動作（例え
ば、顔認識、手振れ防止処理など）とを並行して行わなければならないためＣＰＵパワー
を必要とするが、周辺機器ＩＤを記憶する際に撮像モードへ移行する、即ち数値計算後に
撮影動作を可能とするようにしているので、それ程能力の高くないＣＰＵを使用でき、コ
スト的に有利である。
【００６２】
　また、周辺機器ＩＤと関連画像との関連付けを、関連画像のファイル名を周辺機器ＩＤ
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とすることにより行うことで、周辺機器ＩＤと関連画像との対応テーブル等を設ける必要
が無く、また図１（Ｄ）の機器情報記憶部１６内に関連画像領域を確保しないことで、メ
モリの消費量を抑えることができ、コストアップを招かない。
【００６３】
　さらに、ユーザが最初から接続したい機器を選択する機能も有する。例えば、特に図示
はしないが、カメラメニューに機器一覧表示メニューを設け、そのメニューを選択する。
するとアソシエーション済みの機器一覧が表示され、この実施形態では図１０（Ａ）また
は図１０（Ｂ）に相当する、ユーザが上下左右キー１０５で画像を選択し、ＯＫキー１０
６の操作で無線接続を開始する。この場合、図１（Ｂ）に示すモードダイヤル１０３の操
作は不要である。
【００６４】
　以上実施形態に基づいて本発明を説明したが、本発明は上述した実施形態に限定される
ものではなく、本発明の要旨の範囲内で種々の変形や応用が可能なことは勿論である。
【００６６】
　さらには、画像入力手段として、撮像部１１２を例に説明したが、関連画像として登録
する画像を、着脱自在な記録媒体から読み出したり、何らかの手法で画像を入力できるも
のであれば、どのような手段を用いても構わない。
【図面の簡単な説明】
【００６７】
【図１】図１（Ａ）は、本発明の一実施形態に係るデジタルカメラとしての無線機能を内
蔵したデジタルカメラを裏面から見た図であり、図１（Ｂ）は、モードダイヤルを拡大し
て示す図であり、図１（Ｃ）は、デジタルカメラのシステム構成図であり、図１（Ｄ）は
、機器情報記憶部の記憶フォーマットの例を示す図である。
【図２】図２は、内蔵メモリのフォルダ構造を示す図である。
【図３】図３は、デジタルカメラと周辺機器の無線接続範囲を示す図である。
【図４】図４は、周辺機器検索シーケンスのフローチャートを示す図である。
【図５】図５（Ａ）は、未アソシエーションの周辺機器を検出した場合の表示例を示す図
であり、図５（Ｂ）は、アソシエーション中の数値表示の例を示す図であり、図５（Ｃ）
は、アソシエーション中の被写体の表示例を示す図であり、図５（Ｄ）は、アソシエーシ
ョン中の関連画像の表示例を示す図である。
【図６】図６は、アソシエーションの例示的なフローチャートを示すである。
【図７】図７は、デジタルカメラに対して周辺機器が複数存在する場合の各周辺機器の無
線接続範囲を示す図である。
【図８】図８（Ａ）は、検出した複数の周辺機器を一画面に一覧表示した例を示す図であ
り、図８（Ｂ）は、検出した複数の周辺機器を切り替え一覧表示する例を示す図である。
【図９】図９は、デジタルカメラに対してアソシエーション済みの周辺機器が複数存在す
る場合の各周辺機器の無線接続範囲を示す図である。
【図１０】図１０（Ａ）は、検出した複数の周辺機器の関連画像を一画面に一覧表示した
例を示す図であり、図１０（Ｂ）は、検出した複数の周辺機器の関連画像を切り替え一覧
表示する例を示す図である。
【符号の説明】
【００６８】
　　１００…デジタルカメラ、　１０１…シャッタ、　１０２…液晶ディスプレイ、　１
０３…モードダイヤル、　１０３Ａ…無線通信位置、　１０４…モードダイヤル検出位置
、　１０５…上下左右キー、　１０６…ＯＫキー、　１０７…ＣＰＵ、　１０８…ＲＯＭ
、　１０９…ＲＡＭ、　１１０…無線通信デバイス、　１１１…アソシエーション部、　
１１２…撮像部、　１１３…画像処理部、　１１４…表示処理部、　１１５…操作部、　
１１６…機器情報記憶部、　１１６Ａ～１１６Ｅ…登録エリア、　１１７…内蔵メモリ、
　１１７Ａ…撮影画像、　１１７Ｂ，１１７Ｂ１～１１７Ｂ４…関連画像、　１１８…フ
ラッシュメモリ、　１１９Ａ～１１９Ｄ，１１９ａ，１１９ｃ，１１９ｄ…縮小画像、　



(11) JP 5086867 B2 2012.11.28

１２０Ａ，１２０Ｂ，１２０Ｄ，１２０ａ，１２０ｄ…画像、　２００，２００Ａ～２０
０Ｄ…周辺機器、　２０１，２０１Ａ～２０１Ｄ…無線接続範囲。

【図１】 【図２】

【図３】
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【図４】 【図５】

【図６】 【図７】

【図８】
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【図９】

【図１０】
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