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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　外部機器と通信可能に接続される情報処理装置であって、
　前記外部機器が接続されたことを検出する接続検出手段と、
　前記接続検出手段によって前記外部機器が接続されたと検出されると、前記外部機器に
おける設定のうち前記情報処理装置に設定可能な表示言語の設定を自動的に検出する設定
検出手段と、
　前記設定検出手段によって前記設定が検出されると、前記情報処理装置に予め与えられ
ていた表示言語の設定を前記設定検出手段によって検出された表示言語の設定に応じて自
動的に変更する設定変更手段とを有することを特徴とする情報処理装置。
【請求項２】
　前記設定変更手段は、前記情報処理装置で動作しているソフトウェアの表示言語の設定
を変更することを特徴とする請求項１記載の情報処理装置。
【請求項３】
　前記外部機器はディジタルカメラを含むことを特徴とする請求項１記載の情報処理装置
。
【請求項４】
　複数の機器が通信可能に接続されてなる情報処理システムであって、
　前記複数の機器のうち少なくとも１つの機器は、請求項１～３の何れか１項に記載の情
報処理装置の機能を有することを特徴とする情報処理システム。
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【請求項５】
　外部機器と通信可能に接続される情報処理装置の動作制御方法であって、
　前記外部機器が接続されたことを検出する接続検出ステップと、
　前記接続検出ステップによって前記外部機器が接続されたと検出されると、前記外部機
器における設定のうち前記情報処理装置に設定可能な表示言語の設定を自動的に検出する
設定検出ステップと、
　前記設定検出ステップによって前記設定が検出されると、前記情報処理装置に予め与え
られていた表示言語の設定を前記設定検出ステップによって検出された表示言語の設定に
応じて自動的に変更する設定変更ステップとを有することを特徴とする情報処理装置の動
作制御方法。
【請求項６】
　前記設定変更ステップは、前記情報処理装置で動作しているソフトウェアの表示言語の
設定を変更することを特徴とする請求項５記載の情報処理装置の動作制御方法。
【請求項７】
　前記外部機器はディジタルカメラを含むことを特徴とする請求項５記載の情報処理装置
の動作制御方法。
【請求項８】
　外部機器と通信可能に接続される情報処理装置を、
　前記外部機器が接続されたことを検出する接続検出手段と、
　前記接続検出手段によって前記外部機器が接続されたと検出されると、前記外部機器に
おける設定のうち前記情報処理装置に設定可能な表示言語の設定を自動的に検出する設定
検出手段と、
　前記設定検出手段によって前記設定が検出されると、前記情報処理装置に予め与えられ
ていた表示言語の設定を前記設定検出手段によって検出された表示言語の設定に応じて自
動的に変更する設定変更手段として機能させるためのプログラムを記録したことを特徴と
するコンピュータ読み取り可能な記録媒体。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、例えば、ディジタルカメラや携帯情報端末装置（ＰＤＡ：Personal Digital A
ssistants 、以下、「携帯端末装置」とも言う）等の端末装置と、パーソナルコンピュー
タ等のコンピュータ装置との間で、データ通信や情報表示するための技術に関するもので
ある。
【０００２】
【従来の技術】
従来より例えば、画像や文字等のデータを入力及び表示するようになされたディジタルカ
メラやＰＤＡ（携帯端末装置）等の端末装置と、データを記録及び表示するようになされ
たコンピュータ装置とを接続し、端末装置からコンピュータ装置へ、或いはコンピュータ
装置から端末装置ヘとデータを転送することのできるようになされたシステムがある。
【０００３】
ここで、上述の端末装置、例えば、現在市販されているディジタルカメラには、ＲＳ－２
３２Ｃ規格のシリアル通信ポートが装備されているのが一般的である。これにより、ディ
ジタルカメラのシリアル通信ポートを、コンピュータ装置のシリアル通信ポートに直接接
続することで、相互のデータ転送を行うことができる。
このような端末装置とコンピュータ装置の接続手段としては、上記のシリアル通信の他に
パラレル通信、或いは赤外線通信等が一般的に用いられている。
【０００４】
また、上述の端末装置としては、物理的なスイッチや、或いは表示部に表示されるメニュ
ー等の手段によって、データの入力、データ転送、一覧表示等の動作モードを切り替える
ことのできる端末装置がある。
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【０００５】
具体的には例えば、撮影モードと通信モードの切り替えスイッチを備えるディジタルカメ
ラがある。このディジタルカメラは、主に次のような構成としている。
・撮影モードでは、レリーズボタンが押下されることでデータの入力（すなわち、画像を
得るための撮影動作）を行うが、このとき、コンピュータ装置との間でのデータの転送は
行わない。一方、通信モードでは、コンピュータ装置との間でのデータの転送は行うが、
このとき、撮影動作は行わない。
・動作モードの切り替えに従って、通信モードではレリーズボタンを無効にする等の構成
をとる。これにより、誤操作を防ぐことができる。
・ある１つの操作スイッチの機能を、動作モードの切り替えに従って切り替えることで、
１つの操作スイッチに複数の機能を持たせる。これにより、操作スイッチの総数を減少さ
せることができる。
【０００６】
また、次のような構成のディジタルカメラもある。
・表示部としての液晶画面にメニューを表示し、該メニュー上からの表示言語（日本語、
英語等）の設定に従って、液晶画面でのメニューや情報の表示等に使用される言語を、全
て設定された言語に切り替える。これにより、１台のディジタルカメラを様々な地域で使
用することができる。
【０００７】
一方、コンピュータ装置や、コンピュータ装置で用いられるアプリケーションソフトウェ
アには、設定を変更することにより、データの表示方法を変更できるものがある。
例えば、米国Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ社の”Ｗｉｎｄｏｗｓ”には、表示言語（日本語、英語
等）を設定する機能があり、この機能によって表示言語を変更すると、Ｗｉｎｄｏｗｓ上
で動作するアプリケーションソフトウェアのユーザインタフェースで使用される言語が変
更される。
【０００８】
また、コンピュータ装置において、本装置に上述したような端末装置が接続されると、こ
の接続を検出し、さらに接続された端末装置の状態をも検知し、さらにまた端末装置の状
態が変化すると、その状態の変化を検知することができる機能を有するコンピュータ装置
がある。
例えば、ＵＳＢ（Universal Serial Bus）を装備したパーソナルコンピュータ（以下、単
に「ＰＣ」又は「パソコン」と言う）に、米国Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ社の”Ｗｉｎｄｏｗｓ
９８”を搭載したものでは、ＵＳＢに接続された機器の状態を検出することができるよう
になされている。
【０００９】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、上述したような従来のコンピュータ装置、特に、システム設定を変更する
ことで、データの表示方法を変更できる従来のコンピュータ装置では、複数の利用者がい
る場合、それぞれの利用者が自分の希望する設定で表示を行なおうとすると、それぞれの
利用者は、前の利用者の設定を自分の設定に切り替えるための操作が必要となる。また、
これまで使用したことのないコンピュータ装置を初めて使用するときにも、この操作が必
要となる。
すなわち、従来では、最初にコンピュータ装置を使用する場合や、それぞれ異なった設定
を使用している複数の利用者が１つのコンピュータ装置を交互に使用する場合には、毎回
コンピュータ装置の設定を変更する必要があった。
【００１１】
　そこで、本発明は、利用者が情報処理装置において表示言語の設定を変更する操作を行
うことなく、情報処理装置の表示言語の設定を変更できるようにすることを目的とする。
【００１２】
【課題を解決するための手段】
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　本発明の情報処理装置は、外部機器と通信可能に接続される情報処理装置であって、前
記外部機器が接続されたことを検出する接続検出手段と、前記接続検出手段によって前記
外部機器が接続されたと検出されると、前記外部機器における設定のうち前記情報処理装
置に設定可能な表示言語の設定を自動的に検出する設定検出手段と、前記設定検出手段に
よって前記設定が検出されると、前記情報処理装置に予め与えられていた表示言語の設定
を前記設定検出手段によって検出された表示言語の設定に応じて自動的に変更する設定変
更手段とを有することを特徴とする。
　本発明の情報処理システムは、複数の機器が通信可能に接続されてなる情報処理システ
ムであって、前記複数の機器のうち少なくとも１つの機器は、本発明の情報処理装置の機
能を有することを特徴とする。
　本発明の情報処理装置の動作制御方法は、外部機器と通信可能に接続される情報処理装
置の動作制御方法であって、前記外部機器が接続されたことを検出する接続検出ステップ
と、前記接続検出ステップによって前記外部機器が接続されたと検出されると、前記外部
機器における設定のうち前記情報処理装置に設定可能な表示言語の設定を自動的に検出す
る設定検出ステップと、前記設定検出ステップによって前記設定が検出されると、前記情
報処理装置に予め与えられていた表示言語の設定を前記設定検出ステップによって検出さ
れた表示言語の設定に応じて自動的に変更する設定変更ステップとを有することを特徴と
する。
　本発明のコンピュータ読み取り可能な記録媒体は、外部機器と通信可能に接続される情
報処理装置を、前記外部機器が接続されたことを検出する接続検出手段と、前記接続検出
手段によって前記外部機器が接続されたと検出されると、前記外部機器における設定のう
ち前記情報処理装置に設定可能な表示言語の設定を自動的に検出する設定検出手段と、前
記設定検出手段によって前記設定が検出されると、前記情報処理装置に予め与えられてい
た表示言語の設定を前記設定検出手段によって検出された表示言語の設定に応じて自動的
に変更する設定変更手段として機能させるためのプログラムを記録したことを特徴とする
。
【００３５】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施の形態について図面を用いて説明する。
【００３６】
（第１の実施の形態）
　本発明は、例えば、図１に示すようなデータ通信システム１００に適用される。
　このデータ通信システム１００では、外部機器としてのディジタルカメラ２００と情報
処理装置としてのコンピュータ装置３００とが接続可能なようになされている。
　ディジタルカメラ２００は、携帯端末装置であり、入力されたデータ（撮影して得られ
た画像データ等）を、コンピュータ装置３００に対して、ＵＳＢケーブル４００を介して
転送するようになされている。
　また、コンピュータ装置３００は、ディジタルカメラ２００から転送されてきたデータ
を、後述する表示装置で一覧表示できるようになされている。
　以下、データ通信システム１００におけるディジタルカメラ２００及びコンピュータ装
置３００について具体的に説明する。
【００３７】
［ディジタルカメラ２００の構成］
図２（ａ）及び（ｂ）は、ディジタルカメラ２００の前面（同図（ａ））及び背面（同図
（ｂ））からみた構成を示したものである。
【００３８】
まず、上記図２（ａ）に示すように、ディジタルカメラ２００の前面には、撮像レンズ２
０１が設けられており、その内部には、ＣＣＤ（Charge Coupled Device）２０２が設け
られている。
ＣＣＤ２０２は、データ入力手段として設けられたものであり、撮像レンズ２０１を介し
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た被写体光を撮像して、その画像信号を出力するようになされている。
一方、上記図２（ｂ）に示すように、ディジタルカメラ２００の背面には、データ表示手
段としての液晶モニタ２０３、メニューボタン２０５、セットボタン２０６、＋ボタン２
０７、及び－ボタン２０８が設けられている。
また、ディジタルカメラ２００上面及び側面には、レリーズボタン２０９が設けられてい
ると共に、データ転送手段としてのＵＳＢコネクタ２０４が１基設けられている。
【００３９】
上述のようなディジタルカメラ２００では、メニューボタン２０５を押下することで、液
晶モニタ２０３に表示されるメニュー画面上から表示言語の設定を行うことができるよう
になされている。
図３（ａ）及び（ｂ）は、このときの表示言語の設定のためのメニュー画面の一例を示し
たものである。
上記図３（ａ）に示すメニュー画面上で「言語」の項目を選択すると、同図（ｂ）に示す
ような表示言語の設定のための画面に移行する。この画面上にて、「English」、「Deuts
ch」、「Fran?ais」、「日本語」等の各種言語の中から所望する言語（ここでは「日本語
」）を選択できるようになされている。
このような表示言語の設定により、例えば、「English」を選択し設定すると、その後か
らの液晶モニタ２０３での表示は、図４（ａ）及び（ｂ）に示すように、英語表示される
ことになる。この図４（ａ）及び（ｂ）は、上記図３（ａ）及び（ｂ）に対応する表示言
語の設定のためのメニュー画面を示している。
【００４０】
［コンピュータ装置３００の構成］
【００４１】
コンピュータ装置３００は、例えば、図５に示すように、データ表示手段としてのＣＲＴ
モニタ３０１と、データ記録手段としてのハードディスクドライブ３０２と、データ転送
手段としてのＵＳＢコネクタ３０３とを備えている。また、コンピュータ装置３００は、
各種操作のためのキーボード３０４及びマウス３０５をも備えている。
【００４２】
また、コンピュータ装置３００では、画像取込ソフトウェアが起動されるようになされて
おり、これにより、ＵＳＢコネクタ３０３の先にデジタルカメラ２００が接続されると、
デジタルカメラ２００から画像データを取り込んで、それをＣＲＴモニタ３０１で表示す
ることが可能となる。
このような画像取り込みソフトウェアでは、設定によって表示言語を切り替えることがで
きるようになされている。
【００４３】
図６は、上記の画像取込ソフトウェアによってＣＲＴモニタ３０１へ表示される画面の一
例を示したものである。この図６の画面は、表示言語が日本語に設定されたときの状態を
示している。この表示言語が、例えば、英語に設定されると、図７のような英語表示の画
面状態となる。
【００４４】
ここで、コンピュータ装置３００は、ディジタルカメラ２００での表示言語の設定を検出
し、この検出結果に従って、自装置での表示言語の設定を自動的に行うようになされてい
る。
このため、コンピュータ装置３００は、例えば、図８に示すように、ＵＳＢコネクタ３０
３の先にデジタルカメラ２００が接続されたことを検出する接続検出部３１１と、接続検
出部３１１の検出結果に基づいてディジタルカメラ２００での表示言語の設定情報を取得
する設定情報取得部３１２と、設定情報取得部３１２にて得られた設定情報に基づいて上
述した画像取込ソフトウェア３２１での表示言語の設定を変更する設定変更部３１３とを
備えている。
これらの各構成部３１１～３１３は、例えば、コンピュータ装置３００内部のＣＰＵ（図
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示せず）により実現される。
【００４５】
図９は、上記図８に示した構成により実施されるコンピュータ装置３００の動作を示した
ものである。
【００４６】
先ず、接続検出部３１１は、ディジタルカメラ２００がＵＳＢコネクタ３０３を介して接
続されているか否か判別する（ステップＳ５０１）。この判別結果により、ディジタルカ
メラ２００が接続されていない場合、再度本ステップ処理を実行する。
【００４７】
ステップＳ５０１での判別の結果、ディジタルカメラ２００が接続されている場合、設定
情報取得部３１２は、ディジタルカメラ２００での表示言語の設定情報（設定値）を取得
する（ステップＳ５０２）。
【００４８】
そして、設定変更部３１３は、設定情報取得部３１２にて得られた設定情報に基づいて、
画像取込ソフトウェア３２１での表示言語の設定を変更する（ステップＳ５０３）。
これにより、例えば、ディジタルカメラ２００での表示言語が、上記図４（ａ）及び（ｂ
）に示したような英語の表示言語に設定されていた場合、コンピュータ装置３００での表
示言語も、上記図７に示したような英語の表示言語に自動的に変更されることになる。　
その後、ステップＳ５０１へ戻り、以降の処理ステップを繰り返し実行する。
【００４９】
上述のように、本実施の形態では、コンピュータ装置３００が、ディジタルカメラ２００
での表示言語の設定を検知して、コンピュータ装置３００で動作するソフトウェアの表示
言語を自動的に変更するように構成したので、利用者は、自分の希望する表示言語を自分
のディジタルカメラ２００に設定しておくことで、コンピュータ装置３００で表示言語を
設定するための操作を行うことなく、自分の希望する表示言語でコンピュータ装置３００
を利用することができる。これは、複数の利用者が１つのコンピュータ装置３００を共同
で使用する場合や、利用者がコンピュータ装置３００を初めて使用する場合等に特に有効
である。
【００５０】
尚、上述した実施の形態では、説明の簡単のために、画像取込ソフトウェア３２１での表
示言語の設定を変更するようにしたが、表示言語の設定を変更するソフトウェアとしては
、コンピュータ装置３００にて起動されるものであれば、画像取込ソフトウェア３２１に
限定されることはない。
【００５１】
（第２の実施の形態）
本実施の形態では、上述した第１の実施の形態におけるデータ通信システム１００におい
て、ディジタルカメラ２００にて設定されている後述する動作モードにおけるディジタル
カメラ２００の操作の説明の画面を、コンピュータ装置３００のＣＲＴモニタ３０１に表
示する。
【００５２】
ここでのディジタルカメラ２００は、例えば、図１０（ａ）及び（ｂ）に示すように、上
記図２（ａ）及び（ｂ）に示した構成に加えて、モード切替スイッチ２１１が設けられて
いると共に、レリーズボタン２０９の押下により撮影して得られた画像データ及び受信し
た画像データを記憶するメモリ２１２が内蔵された構成としている。
そして、ディジタルカメラ２００は、モード切替スイッチ２１１により、カメラの動作モ
ードを、例えば、＜送信モード＞、＜受信モード＞、＜撮影モード＞、＜再生モード＞の
中から所望する動作モードを選択して設定できるようになされている。
【００５３】
また、ここでのコンピュータ装置３００は、例えば、図１１に示すように、ＵＳＢコネク
タ３０３の先にデジタルカメラ２００が接続されたことを検出する接続検出部３２１と、
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接続検出部３２１の検出結果に基づいてディジタルカメラ２００での動作モードの設定情
報を取得するモード情報取得部３２２と、設定情報取得部３２２にて得られた設定情報に
基づいた操作の画面情報をＣＲＴモニタ３０１に表示させる画面表示制御部３２３とを備
えている。
これらの各構成部３２１～３２３は、例えば、コンピュータ装置３００内部のＣＰＵ（図
示せず）により実現される。
【００５４】
図１２は、上記図１１に示した構成により実施されるコンピュータ装置３００の動作を示
したものである。
【００５５】
先ず、接続検出部３２１は、ディジタルカメラ２００がＵＳＢコネクタ３０３を介して接
続されているか否か判別する（ステップＳ５１１）。この判別結果により、ディジタルカ
メラ２００が接続されていない場合、再度本ステップ処理を実行する。
【００５６】
ステップＳ５１１での判別の結果、ディジタルカメラ２００が接続されている場合、モー
ド情報取得部３２２は、ディジタルカメラ２００の動作モード情報（動作モードの設定値
）を取得する。
そして、画面表示制御部３２３は、モード情報取得部３２２にて得られたモード情報に基
づいて、次のようなステップＳ５１３～Ｓ５１４の処理を実行する（ステップＳ５１２）
。
【００５７】
ステップＳ５１３：
ディジタルカメラ２００の動作モードが＜受信モード＞に設定されていた場合、この場合
のディジタルカメラ２００の操作の説明の画面を、ＣＲＴモニタ３０１に表示させる。こ
のとき、ＣＲＴモニタ３０１に表示する画面情報としては、例えば、メモリ３２４に予め
用意されている、図１３（ａ）に示すような操作画面情報を用いる。したがって、この場
合には、上記図１３（ａ）の画面がＣＲＴモニタ３０１に表示されることになる。
その後、ステップＳ５１１へ戻り、以降の処理ステップを繰り返し実行する。
【００５８】
ステップＳ５１４：
ディジタルカメラ２００の動作モードが＜送信モード＞に設定されていた場合、この場合
のディジタルカメラ２００の操作の説明の画面を、ＣＲＴモニタ３０１に表示させる。こ
のとき、ＣＲＴモニタ３０１に表示する画面情報としては、例えば、メモリ３２４に予め
用意されている、上記図１３（ｂ）に示すような操作画面情報を用いる。したがって、こ
の場合には、上記図１３（ｂ）の画面がＣＲＴモニタ３０１に表示されることになる。　
その後、ステップＳ５１１へ戻り、以降の処理ステップを繰り返し実行する。
【００５９】
ステップＳ５１５：
ディジタルカメラ２００の動作モードが＜撮影モード＞に設定されていた場合、この場合
のディジタルカメラ２００の操作の説明の画面を、ＣＲＴモニタ３０１に表示させる。こ
のとき、ＣＲＴモニタ３０１に表示する画面情報としては、例えば、メモリ３２４に予め
用意されている、上記図１３（ｃ）に示すような操作画面情報を用いる。したがって、こ
の場合には、上記図１３（ｃ）の画面がＣＲＴモニタ３０１に表示されることになる。　
その後、ステップＳ５１１へ戻り、以降の処理ステップを繰り返し実行する。
【００６０】
ステップＳ５１６：
ディジタルカメラ２００の動作モードが＜再生モード＞に設定されていた場合、この場合
のディジタルカメラ２００の操作の説明の画面を、ＣＲＴモニタ３０１に表示させる。こ
のとき、ＣＲＴモニタ３０１に表示する画面情報としては、例えば、メモリ３２４に予め
用意されている、上記図１３（ｄ）に示すような操作画面情報を用いる。したがって、こ
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の場合には、上記図１３（ｄ）の画面がＣＲＴモニタ３０１に表示されることになる。　
その後、ステップＳ５１１へ戻り、以降の処理ステップを繰り返し実行する。
【００６１】
上述のように、本実施の形態では、コンピュータ装置３００が、ディジタルカメラ２００
の動作モードを検出し、その検出結果に従って、その動作モードでのディジタルカメラ２
００の操作方法（上記図１３（ａ）～（ｄ）参照）をＣＲＴモニタ３０１に表示するよう
に構成したので、利用者は、ディジタルカメラ２００をコンピュータ装置３００に接続し
た時点で、ディジタルカメラ２００の操作を簡単且つ的確に把握することができ、適切な
操作を行うことができる。これにより、利用者の負担を軽減することができる。
【００６２】
（第３の実施の形態）
本発明は、例えば、図１４に示すようなデータ通信システム６００に適用される。
このデータ通信システム６００は、情報処理装置としての２つのディジタルカメラ２００
ａ及び２００ｂが接続可能なようになされている。
【００６３】
ここで、ディジタルカメラ２００ａ及び２００ｂはそれぞれ同様の構成としており、例え
ば、上述した第２の実施の形態におけるディジタルカメラ２００の機能と、コンピュータ
装置３００の機能とを併せ持つ構成としている。
このため、ディジタルカメラ２００ａ及び２００ｂはそれぞれ、例えば、図１５に示すよ
うに、ＵＳＢコネクタ２０３の先に他のディジタルカメラが接続されたことを検出する接
続検出部２２１と、接続検出部２２１の検出結果に基づいて接続元及び接続先のディジタ
ルカメラでの各動作モードの設定情報を取得するモード情報取得部２２２と、設定情報取
得部２２２にて得られた設定情報に基づいた操作情報を液晶モニタ２０３に表示させる画
面表示制御部２２３と、ＵＳＢコネクタ２０３の先に接続されている他のディジタルカメ
ラとのデータの送受信を行う送受信部２２４とを備えている。
これらの各構成部２２１～２２４は、例えば、ディジタルカメラ内部のＣＰＵ（図示せず
）により実現される。
【００６４】
図１６は、上記図１５に示した構成により実施されるディジタルカメラ２００ａ及び２０
０ｂの動作を示したものである。
【００６５】
先ず、接続検出部２２１は、他のディジタルカメラがＵＳＢコネクタ２０４を介して接続
されているか否か判別する（ステップＳ７０１）。この判別結果により、他のディジタル
カメラが接続されていない場合、再度本ステップ処理を実行する。
【００６６】
ステップＳ７０１での判別の結果、他のディジタルカメラが接続されている場合、モード
情報取得部２２２は、自カメラの動作モード情報（以下、「接続元の動作モード」と言う
）を取得すると共に、ＵＳＢコネクタ２０４を介して接続されている他のディジタルカメ
ラの動作モード情報（以下、「接続先の動作モード」と言う）を取得する。
そして、画面表示制御部２２３及び送受信部２２４は、モード情報取得部２２２にて得ら
れた接続元及び接続先の動作モードに基づいて、次のようなステップＳ７０３～Ｓ７１６
の処理を実行する（ステップＳ７０２）。
【００６７】
ステップＳ７０３～Ｓ７０７：
接続元の動作モードが＜受信モード＞に設定されている場合、画面表示制御部２２３及び
送受信部２２４は、接続先の動作モードに基づいて、次のようなステップＳ７０４～Ｓ７
０７の処理を実行する（ステップＳ７０３）。
【００６８】
ステップＳ７０４：
接続先の動作モードが＜受信モード＞に設定されていた場合、画面表示制御部２２３は、



(9) JP 4557331 B2 2010.10.6

10

20

30

40

50

このときのディジタルカメラ２００ａ及び２００ｂの操作の説明の画面を、液晶モニタ２
０３に表示させる。液晶モニタ２０３に表示する画面情報としては、例えば、メモリ２２
５に予め用意されている、図１７（ａ）に示すような操作画面情報を用いる。したがって
、この場合には、上記図１７（ａ）の画面が液晶モニタ２０３に表示されることになる。
その後、ステップＳ７０１へ戻り、以降の処理ステップを繰り返し実行する。
【００６９】
ステップＳ７０５、ステップＳ７０６：
接続先の動作モードが＜送信モード＞に設定されていた場合、画面表示制御部２２３は、
このときのディジタルカメラ２００ａ及び２００ｂの操作の説明の画面を、液晶モニタ２
０３に表示させる。液晶モニタ２０３に表示する画面情報としては、例えば、メモリ２２
５に予め用意されている、上記図１７（ｂ）に示すような操作画面情報を用いる。したが
って、この場合には、上記図１７（ｂ）の画面が液晶モニタ２０３に表示されることにな
る（ステップＳ７０５）。そして、送受信部２２４は、接続先のディジタルカメラから送
信されてきたデータを受信して、これをメモリ２１２へ記録する（ステップＳ７０６）。
全てのデータ受信及び記録終了後、ステップＳ７０１へ戻り、以降の処理ステップを繰り
返し実行する。
【００７０】
ステップＳ７０７：
接続先の動作モードが＜撮影モード＞又は＜再生モード＞に設定されていた場合、画面表
示制御部２２３は、このときのディジタルカメラ２００ａ及び２００ｂの操作の説明の画
面を、液晶モニタ２０３に表示させる。液晶モニタ２０３に表示する画面情報としては、
例えば、メモリ２２５に予め用意されている、上記図１７（ｃ）に示すような操作画面情
報を用いる。したがって、この場合には、上記図１７（ｃ）の画面が液晶モニタ２０３に
表示されることになる。その後、ステップＳ７０１へ戻り、以降の処理ステップを繰り返
し実行する。
【００７１】
ステップＳ７０８～Ｓ７１２：
接続元の動作モードが＜送信モード＞に設定されている場合、画面表示制御部２２３及び
送受信部２２４は、接続先の動作モードに基づいて、次のようなステップＳ７０９～Ｓ７
１２の処理を実行する（ステップＳ７０８）。
【００７２】
ステップＳ７０９、ステップＳ７１０：
接続先の動作モードが＜受信モード＞に設定されていた場合、画面表示制御部２２３は、
このときのディジタルカメラ２００ａ及び２００ｂの操作の説明の画面を、液晶モニタ２
０３に表示させる。液晶モニタ２０３に表示する画面情報としては、例えば、メモリ２２
５に予め用意されている、上記図１７（ｄ）に示すような操作画面情報を用いる。したが
って、この場合には、上記図１７（ｄ）の画面が液晶モニタ２０３に表示されることにな
る（ステップＳ７０９）。そして、送受信部２２４は、接続先のディジタルカメラに対し
て、メモリ２１２内のデータを送信する（ステップＳ７１０）。全てのデータ送信録終了
後、ステップＳ７０１へ戻り、以降の処理ステップを繰り返し実行する
【００７３】
ステップＳ７１１：
接続先の動作モードが＜送信モード＞に設定されていた場合、画面表示制御部２２３は、
このときのディジタルカメラ２００ａ及び２００ｂの操作の説明の画面を、液晶モニタ２
０３に表示させる。液晶モニタ２０３に表示する画面情報としては、例えば、メモリ２２
５に予め用意されている、上記図１７（ｅ）に示すような操作画面情報を用いる。したが
って、この場合には、上記図１７（ｅ）の画面が液晶モニタ２０３に表示されることにな
る。その後、ステップＳ７０１へ戻り、以降の処理ステップを繰り返し実行する。
【００７４】
ステップＳ７１２：
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接続先の動作モードが＜撮影モード＞又は＜再生モード＞に設定されていた場合、画面表
示制御部２２３は、このときのディジタルカメラ２００ａ及び２００ｂの操作の説明の画
面を、液晶モニタ２０３に表示させる。液晶モニタ２０３に表示する画面情報としては、
例えば、メモリ２２５に予め用意されている、上記図１７（ｆ）に示すような操作画面情
報を用いる。したがって、この場合には、上記図１７（ｆ）の画面が液晶モニタ２０３に
表示されることになる。その後、ステップＳ７０１へ戻り、以降の処理ステップを繰り返
し実行する。
【００７５】
ステップＳ７１３～Ｓ７１６：
接続元の動作モードが＜撮影モード＞又は＜再生モード＞に設定されている場合、画面表
示制御部２２３及び送受信部２２４は、接続先の動作モードに基づいて、次のようなステ
ップＳ７１４～Ｓ７１６の処理を実行する（ステップＳ７１３）。
【００７６】
ステップＳ７１４：
接続先の動作モードが＜受信モード＞に設定されていた場合、画面表示制御部２２３は、
このときのディジタルカメラ２００ａ及び２００ｂの操作の説明の画面を、液晶モニタ２
０３に表示させる。液晶モニタ２０３に表示する画面情報としては、例えば、メモリ２２
５に予め用意されている、図１８（ｇ）に示すような操作画面情報を用いる。したがって
、この場合には、上記図１８（ｇ）の画面が液晶モニタ２０３に表示されることになる。
その後、ステップＳ７０１へ戻り、以降の処理ステップを繰り返し実行する。
【００７７】
ステップＳ７１５：
接続先の動作モードが＜送信モード＞に設定されていた場合、画面表示制御部２２３は、
このときのディジタルカメラ２００ａ及び２００ｂの操作の説明の画面を、液晶モニタ２
０３に表示させる。液晶モニタ２０３に表示する画面情報としては、例えば、メモリ２２
５に予め用意されている、上記図１８（ｈ）に示すような操作画面情報を用いる。したが
って、この場合には、上記図１８（ｈ）の画面が液晶モニタ２０３に表示されることにな
る。その後、ステップＳ７０１へ戻り、以降の処理ステップを繰り返し実行する。
【００７８】
ステップＳ７１６：
接続先の動作モードが＜撮影モード＞又は＜再生モード＞に設定されていた場合、画面表
示制御部２２３は、このときのディジタルカメラ２００ａ及び２００ｂの操作の説明の画
面を、液晶モニタ２０３に表示させる。液晶モニタ２０３に表示する画面情報としては、
例えば、メモリ２２５に予め用意されている、上記図１８（ｉ）に示すような操作画面情
報を用いる。したがって、この場合には、上記図１８（ｉ）の画面が液晶モニタ２０３に
表示されることになる。その後、ステップＳ７０１へ戻り、以降の処理ステップを繰り返
し実行する。
【００７９】
上述のような処理がディジタルカメラ２００ａとディジタルカメラ２００ｂのそれぞれで
実行されることにより、例えば、ディジタルカメラ２００ａが＜送信モード＞に設定され
、ディジタルカメラ２００ｂが＜撮影モード＞に設定され、ディジタルカメラ２００ａと
ディジタルカメラ２００ｂがＵＳＢケーブル４００によって接続されている場合、ディジ
タルカメラ２００ａの液晶モニタには、上記図１７（ｆ）に示したような操作説明画面が
表示され、他方のディジタルカメラ２００ｂの液晶モニタには、上記図１８（ｈ）に示し
たような操作説明画面が表示されることになる。また、例えば、ディジタルカメラ２００
ａとディジタルカメラ２００ｂの両方が＜受信モード＞に設定されている場合、双方の液
晶モニタにはそれぞれ、上記図１７（ａ）に示したような操作説明画面が表示されること
になる。
【００８０】
上述のように、本実施の形態では、ディジタルカメラが、自カメラの動作モードと共に、
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ＵＳＢケーブル４００により接続されている他のディジタルカメラの動作モードを検出し
、それらの動作モードに基づいて、互いのディジタルカメラでの操作方法を表示するよう
に構成したので、利用者は、他のディジタルカメラを自カメラにＵＳＢケーブル４００で
接続した時点で、双方のディジタルカメラの操作を、簡単且つ的確に把握することができ
、適切な操作を行うことができる。これにより、利用者の負担を軽減することができる。
【００８１】
尚、上述した実施の形態において、ディジタルカメラ２００ａ及び２００ｂは、同一種類
のものに限らず、互いに通信可能であり、同様の動作を行うように設計されたものであれ
ばよい。
【００８２】
（第４の実施の形態）
上述した第１の実施の形態では、コンピュータ装置３００にディジタルカメラ２００が接
続されたとき、コンピュータ３００のＣＲＴモニタ３０１に上記図１３（ａ）～（ｄ）に
示したような、ディジタルカメラ２００の操作方法の画面を表示するようにした。
これに対して本実施の形態では、コンピュータ装置３００にディジタルカメラ２００が接
続されたとき、コンピュータ装置３００のＣＲＴモニタ３０１に、例えば、図１９に示す
ような画面を表示し、さらに、この画面上からの操作及びディジタルカメラ２００の動作
モードに従った動作を行う。
【００８３】
このため、ここでのコンピュータ装置３００は、例えば、図２０に示すように、ＵＳＢコ
ネクタ３０３の先にデジタルカメラ２００が接続されたことを検出する接続検出部３３１
と、接続検出部３３１の検出結果に基づいて上記図１９の画面をＣＲＴモニタ３０１に表
示させる画面表示制御部３３２と、画面表示制御部３３２による表示画面上の操作に基づ
いてディジタルカメラ２００での動作モードの設定情報を取得するモード情報取得部３３
３と、画面表示制御部３３２による表示画面上の操作及び設定情報取得部３３３にて得ら
れた設定情報に基づいて受信、送信、撮影、及び再生等のための動作制御を行う動作制御
部３３４とを備えている。
これらの各構成部３３１～３３４は、例えば、コンピュータ装置３００内部のＣＰＵ（図
示せず）により実現される。
【００８４】
図２１は、上記図２０に示した構成により実施されるコンピュータ装置３００の動作を示
したものである。
【００８５】
先ず、接続検出部３３１は、ディジタルカメラ２００がＵＳＢコネクタ３０３を介して接
続されているか否か判別する（ステップＳ５２１）。この判別結果により、ディジタルカ
メラ２００が接続されていない場合、再度本ステップ処理を実行する。
【００８６】
ステップＳ５２１での判別の結果、ディジタルカメラ２００が接続されている場合、画面
表示制御部３３２は、上記図１９に示したような画面を、ＣＲＴモニタ３０１に表示させ
る。この画面情報は、メモリ３２４に予め用意されている（ステップＳ５２２）。
【００８７】
そこで、利用者は、ＣＲＴモニタ３０１に表示されている画面に従った操作を行う。
具体的には例えば、上記図１９に示すように、このときＣＲＴモニタ３０１に表示される
画面は、操作方法の表示領域と共に、ＯＫボタン８０１、キャンセルボタン８０２、及び
ヘルプボタン８０３が設けられた手順説明ウィンドウから構成される。したがって、利用
者は、ＯＫボタン８０１、キャンセルボタン８０２、及びヘルプボタン８０３の何れかの
所望するボタンを、マウス３０５等を用いて押下する。この操作情報は、画面表示制御部
３３２、モード情報取得部３３３、及び動作制御部３３４へ与えられる。
画面表示制御部３３２、モード情報取得部３３３、及び動作制御部３３４は、上記図１９
の画面上からの操作に基づいて、次のようなステップ５２３～Ｓ５２９の処理を実行する
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。
【００８８】
ステップＳ５２３、ステップＳ５２４：
画面表示制御部３３２は、上記図１９の画面上で操作されたボタンがヘルプボタン８０３
であった場合（ステップＳ５２３）、さらに詳細な操作方法をＣＲＴモニタ３０１に表示
させる（ステップＳ５２４）。このときＣＲＴモニタ３０１に表示する画面情報としては
、例えば、メモリ３３５に予め用意されている操作画面情報を用いる。その後、ステップ
Ｓ５２３へ戻り、以降の処理ステップを繰り返し実行する。
一方、上記図１９の画面上でキャンセルボタン８０２が押下された場合には、本処理終了
となる。また、上記図１９の画面上でＯＫボタン８０１が押下された場合には、次のステ
ップＳ５２５からの処理へと進む。
【００８９】
ステップＳ５２５～Ｓ５２９：
上記図１９の画面上でＯＫボタン８０１が押下された場合、モード情報取得部３３３は、
ディジタルカメラ２００の動作モード情報（動作モードの設定値）を取得する。
そして、動作制御部３３４は、モード情報取得部３２２にて得られたモード情報に基づい
て（ステップＳ５２５）、ステップＳ５２６～Ｓ５２９の処理を実行する。すなわち、動
作制御部３３４は、ディジタルカメラ２００の動作モードが＜受信モード＞に設定されて
いた場合には受信処理のための動作制御を行い（ステップＳ５２６）、＜送信モード＞に
設定されていた場合には送信処理のための動作制御を行い（ステップＳ５２７）、＜撮影
モード＞に設定されていた場合には撮影処理のための動作制御を行い（ステップＳ５２８
）、＜再生モード＞に設定されていた場合には再生処理のための動作制御を行う（ステッ
プＳ５２９）。
【００９０】
上述のような構成によっても、第１及び第２の実施の形態での効果と同様に、利用者は、
ディジタルカメラ２００をコンピュータ装置３００に接続した時点で、ディジタルカメラ
２００の操作を簡単且つ的確に把握することができ、適切な操作を行うことができる。こ
れにより、利用者の負担を軽減することができる。
【００９１】
尚、上述した第４の実施の形態でのステップＳ５２６～Ｓ５２９において、上述した第２
の実施の形態と同様の、ディジタルカメラ２００の動作モードに対応した操作方法の画面
（上記図１３（ａ）～（ｄ）参照）をＣＲＴモニタ３０１に表示する処理を加えるように
してもよい。
また、上述した第４の実施の形態は、上述した第３の実施の形態での構成（ディジタルカ
メラ２００の機能とコンピュータ装置３００の機能とを併せ持つディジタルカメラ２００
ａ及び２００ｂを接続する構成）にも適用可能である。
【００９２】
また、本発明の目的は、上述した各実施の形態のホスト及び端末の機能を実現するソフト
ウェアのプログラムコードを記憶した記憶媒体を、システム或いは装置に供給し、そのシ
ステム或いは装置のコンピュータ（又はＣＰＵやＭＰＵ）が記憶媒体に格納されたプログ
ラムコードを読みだして実行することによっても、達成されることは言うまでもない。　
この場合、記憶媒体から読み出されたプログラムコード自体が各実施の形態の機能を実現
することとなり、そのプログラムコードを記憶した記憶媒体は本発明を構成することとな
る。
プログラムコードを供給するための記憶媒体としては、ＲＯＭ、フロッピーディスク、ハ
ードディスク、光ディスク、光磁気ディスク、ＣＤ－ＲＯＭ、ＣＤ－Ｒ、磁気テープ、不
揮発性のメモリカード等を用いることができる。
また、コンピュータが読みだしたプログラムコードを実行することにより、各実施の形態
の機能が実現されるだけでなく、そのプログラムコードの指示に基づき、コンピュータ上
で稼動しているＯＳ等が実際の処理の一部又は全部を行い、その処理によって各実施の形
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態の機能が実現される場合も含まれることは言うまでもない。
さらに、記憶媒体から読み出されたプログラムコードが、コンピュータに挿入された拡張
機能ボードやコンピュータに接続された機能拡張ユニットに備わるメモリに書き込まれた
後、そのプログラムコードの指示に基づき、その機能拡張ボードや機能拡張ユニットに備
わるＣＰＵなどが実際の処理の一部又は全部を行い、その処理によって各実施の形態の機
能が実現される場合も含まれることは言うまでもない。
【００９３】
【発明の効果】
　以上説明したように本発明によれば、情報処理装置に外部機器が接続されると、情報処
理装置の表示言語の設定が外部機器の表示言語の設定に応じて自動的に変更される。その
ため利用者は、情報処理装置で表示言語の設定をするための操作を行うことなく、情報処
理装置に外部機器を接続させるだけで情報処理装置の表示言語の設定を変更することがで
きる。
【図面の簡単な説明】
【図１】第１の実施の形態において、本発明を適用したデータ通信システムの構成を説明
するための図である。
【図２】上記データ通信システムのディジタルカメラの構成を説明するための図である。
【図３】上記ディジタルカメラでの表示言語の設定を説明するための図である。
【図４】上記表示言語の設定により英語設定がなされた場合の表示状態を説明するための
図である。
【図５】上記データ通信システムのコンピュータ装置の構成を説明するための図である。
【図６】上記コンピュータ装置において、画像取込ソフトウェアが起動されたときの表示
画面を説明するための図である。
【図７】上記コンピュータ装置において、表示言語の設定で英語設定がなされた場合の上
記表示画面の状態を説明するための図である。
【図８】上記コンピュータ装置内部の構成を示すブロック図である。
【図９】上記コンピュータ装置内部の動作を説明するためのフローチャートである。
【図１０】第２の実施の形態における上記ディジタルカメラの構成を説明するための図で
ある。
【図１１】第２の実施の形態における上記コンピュータ装置内部の構成を示すブロック図
である。
【図１２】上記コンピュータ装置で表示される画面を説明するための図である。
【図１３】上記コンピュータ装置の動作を説明するためのフローチャートである。
【図１４】第３の実施の形態において、本発明を適用したデータ通信システムの構成を説
明するための図である。
【図１５】上記データ通信システムのディジタルカメラ内部の構成を示すブロック図であ
る。
【図１６】上記ディジタルカメラの動作を説明するためのフローチャートである。
【図１７】上記ディジタルカメラで表示される画面（ａ～ｆ）を説明するための図である
。
【図１８】上記ディジタルカメラで表示される画面（ｇ～ｉ）を説明するための図である
。
【図１９】第４の実施の形態における上記コンピュータ装置で表示される画面を説明する
ための図である。
【図２０】上記コンピュータ装置内部の構成を示すブロック図である。
【図２１】上記コンピュータ装置の動作を説明するためのフローチャートである。
【符号の説明】
１００　データ通信システム
２００　ディジタルカメラ
２０４　ＵＳＢコネクタ
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３００　コンピュータ装置
３０１　ＣＲＴモニタ
３０３　ＵＳＢコネクタ
３１１　接続検出部
３１２　設定情報取得部
３１３　設定変更部
３２１　画像取込ソフトウェア
４００　ＵＳＢケーブル

【図１】

【図２】

【図３】
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【図１８】 【図１９】

【図２０】 【図２１】
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