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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　画像を表示する指示を受け付ける受付手段と、
　表示部の表示を制御する表示制御手段と、
　画像処理装置と通信する第１の通信手段と、
　前記画像処理装置から転送された画像を格納する記憶領域を有する記憶装置と通信する
第２の通信手段と、
　前記第１の通信手段によって通信を確立した画像処理装置を識別する識別手段と、
　前記受付手段により画像を表示する指示を受け付けた際に前記第１の通信手段で画像処
理装置と通信している場合、前記第２の通信手段は、前記第１の通信手段で通信している
画像処理装置が有する画像のうち、既に前記記憶装置に記憶されている画像を前記記憶装
置から受信し、前記表示制御手段は、当該受信した画像を前記表示部に表示することを特
徴とする画像表示制御装置。
【請求項２】
　前記受付手段により画像を表示する指示を受け付けた際に前記第１の通信手段で画像処
理装置と通信している場合、前記第１の通信手段は、前記第１の通信手段で通信している
画像処理装置が有する画像のうち、まだ転送されていない画像を前記画像処理装置から受
信し、前記表示制御手段は、前記第１の通信手段により受信した画像も前記表示部に表示
することを特徴とする請求項１に記載の画像表示制御装置。
【請求項３】



(2) JP 5241220 B2 2013.7.17

10

20

30

40

50

　前記表示制御手段は、前記第１の通信手段により受信した画像と前記第２の通信手段に
より受信した画像とを一画面中にともに表示することを特徴とする請求項１または２に記
載の画像表示制御装置。
【請求項４】
　前記表示制御手段は、前記第１の通信手段により受信した画像と前記第２の通信手段に
より受信した画像とを識別可能に表示することを特徴とする請求項３に記載の画像表示制
御装置。
【請求項５】
　前記表示制御手段は、前記第１の通信手段により受信した画像と前記第２の通信手段に
より受信した画像とを切り替えて表示することを特徴とする請求項１または２に記載の画
像表示制御装置。
【請求項６】
　前記第１の通信手段により通信した画像処理装置を登録する登録手段をさらに有し、
　前記受付手段により画像を表示する指示を受け付けた際に、前記登録手段により登録済
みの画像処理装置と前記第１の通信手段で通信している場合、前記表示制御手段は、前記
画像処理装置を識別する情報を前記画像とともに前記表示部に表示し、
　前記受付手段により画像を表示する指示を受け付けた際に、前記登録手段により登録し
ていない画像処理装置と前記第１の通信手段で通信している場合、前記表示制御手段は、
前記画像処理装置を識別する情報を前記画像とともに前記表示部に表示しないことを特徴
とする請求項１乃至５のいずれか一項に記載の画像表示制御装置。
【請求項７】
　前記画像表示制御装置は、前記画像処理装置を載せるためのクレードルであることを特
徴とする請求項１乃至６のいずれか一項に記載の画像表示制御装置。
【請求項８】
　前記画像処理装置は、撮像装置であることを特徴とする請求項１乃至７のいずれか一項
に記載の画像表示制御装置。
【請求項９】
　前記第２の通信手段は、前記記憶装置と無線で通信することを特徴とする請求項１乃至
８のいずれか一項に記載の画像表示制御装置。
【請求項１０】
　画像処理装置と、前記画像処理装置から転送された画像を格納する記憶領域を有する記
憶装置と通信可能な装置の制御方法であって、
　画像を表示する指示を受け付ける受付ステップと、
　前記受付ステップで画像を表示する指示を受け付けた際に前記画像処理装置と通信して
いる場合、前記通信している画像処理装置が有する画像のうち、既に前記記憶装置に記憶
されている画像を前記記憶装置から受信する受信ステップと、
　前記受信ステップで受信した画像を表示部に表示する表示ステップとを有する画像表示
制御方法。
【請求項１１】
　コンピュータを、請求項１乃至９のいずれか一項に記載の画像表示制御装置の各手段と
して機能させるコンピュータが実行可能なプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、画像を管理して表示部に表示する画像表示制御装置、画像表示制御方法、お
よびプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　ネットワーク上に画像を管理するいわゆるオンラインアルバムと呼ばれるストレージサ
ービスが知られている。
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【０００３】
　また、ＤＬＮＡ等のプロトコルを用いて、いわゆるＰＣレスの環境でネットワーク上に
ある画像等のコンテンツにアクセスすることを可能にするネットワークコンテンツアクセ
スサービスが提案されている。このネットワークコンテンツアクセスサービスでは、オン
ラインアルバムで管理する画像コンテンツをＤＬＮＡ対応のテレビで閲覧することが可能
である。
【０００４】
　一方、クレードルに接続された撮像装置のＩＤを識別することによって複数の撮像装置
がクレードルにセットされても、ＩＤ毎にクレードル内の画像データ記憶領域に画像デー
タを記録、管理することを可能とするシステムが開示されている（特許文献１）。
【特許文献１】特開２００３－３３８９７６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　上述したネットワークコンテンツアクセスサービスでは、閲覧対象のコンテンツが膨大
なため、ネットワーク上のコンテンツの中から閲覧者が所望のコンテンツを選び出すこと
が困難である。
【０００６】
　一方、上述した特許文献１では、クレードル内の記憶装置に格納された複数の撮像装置
から転送された画像をクレードルの持つ表示装置に表示するだけであるため、ネットワー
ク上の外部記憶装置の記憶領域に格納された画像を表示することができない。
【０００７】
　そこで、本発明は、画像処理装置の識別結果に基づいて、記憶装置に格納された画像の
中から所望の画像を表示部に表示可能な仕組み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】
【０００８】
　上記目的を達成するために、本発明の画像表示制御装置は、画像を表示する指示を受け
付ける受付手段と、表示部の表示を制御する表示制御手段と、画像処理装置と通信する第
１の通信手段と、前記画像処理装置から転送された画像を格納する記憶領域を有する記憶
装置と通信する第２の通信手段と、前記第１の通信手段によって通信を確立した画像処理
装置を識別する識別手段と、前記受付手段により画像を表示する指示を受け付けた際に前
記第１の通信手段で画像処理装置と通信している場合、前記第２の通信手段は、前記第１
の通信手段で通信している画像処理装置が有する画像のうち、既に前記記憶装置に記憶さ
れている画像を前記記憶装置から受信し、前記表示制御手段は、当該受信した画像を前記
表示部に表示することを特徴とする。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明によれば、画像処理装置の識別結果に基づいて、記憶装置に格納された画像の中
から所望の画像を表示部に表示することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
　以下、本発明の実施形態を図面を参照して説明する。
【００１３】
　（第１の実施形態）
　図１は、本実施形態における画像表示制御装置の一例であるクレードルを説明するため
の説明図である。
【００１４】
　図１に示すように、クレードル１０１には、画像処理装置の一例であるデジタルカメラ
（撮像装置）１０２がセットされている。デジタルカメラ１０２は、クレードル１０１に
対して着脱可能とされており、セットされている状態では不図示のコネクタ等を介してク
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レードル１０１に電気的に接続される。
【００１５】
　クレードル１０１と、表示装置の一例であるテレビジョン１０３とは、コンポジット，
Ｓ端子，Ｄ端子等のアナログ信号用又はＨＤＭＩ等のデジタル信号用のケーブル１１５を
介して接続されている。また、クレードル１０１は、アンテナ１１４を介して無線ＬＡＮ
等のネットワーク上の外部記憶装置１０４に接続されている。
【００１６】
　クレードル１０１は、表示ボタン１１１、登録ボタン１１２、転送ボタン１１３を備え
ており、登録ボタン１１２及び転送ボタン１１３にはＬＥＤが組み込まれて、点灯可能と
されている。これらのボタンの役割については後述する。
【００１７】
　次に、図２を参照して、クレードル１０１の内部構成について説明する。
【００１８】
　図２において、システムバス２０１は、各回路ブロック間の高速なデータ転送を実現す
る。ＤＭＡコントローラ２０２は、システムバス２０１を介してそれぞれのブロック間に
おけるデータ転送を高速に行う。ＤＲＡＭ２０３は、主記憶領域として機能し、フラッシ
ュＲＯＭ２０４は、ファームウエアプログラムの格納等に使用される。
【００１９】
　ＣＰＵ２０５は、フラッシュＲＯＭ２０４よりファームウエアプログラムをＤＲＡＭ２
０３にロードして、装置全体の制御を実行する。信号入出力部２０９は、各種ＬＥＤ出力
、ボタン入力、およびリモコン入力等に用いられる。表示制御部２０６は、表示出力部２
１０より表示装置であるテレビジョン１０３へ出力するための画像データを生成する。表
示出力部２１０は、表示制御部２０６によって生成された画像データをテレビジョン１０
３へ出力する。
【００２０】
　カメラ通信制御部２０７は、通信コネクタ２１１に接続されたデジタルカメラ１０２と
の間でＵＳＢプロトコルを用いた通信の制御を行う。ネットワーク通信制御部２０８は、
外部記憶装置１０４と接続するためのＩＥＥＥ８０２．１１ｇ等の規格に準拠した無線Ｌ
ＡＮ等のプロトコルを制御し、アンテナ１１４を介してネットワークへの接続を実現する
。このように、本実施形態におけるクレードル１０１は、第１の通信手段と第２の通信手
段という２つの通信手段を有することで、複数の機器と通信することが可能である。
【００２１】
　次に、図３を参照して、クレードル１０１を制御するソフトウェアの構成について説明
する。なお、クレードル１０１の制御ソフトウェアは、フラッシュＲＯＭ２０４よりファ
ームウエアプログラムをＤＲＡＭ２０３にロードすることにより、ＣＰＵ２０５上で動作
する。
【００２２】
　図３において、クレードル制御部３０１は、クレードル１０１全体の制御を行う。登録
カメラ管理部３０２は、登録済みのデジタルカメラ１０２のカメラＩＤを管理する、登録
管理機能を有する。接続カメラ管理部３０３は、クレードル１０１にセットされているデ
ジタルカメラ１０２のカメラＩＤ、カメラ内部の画像一覧、カメラ内部の未転送画像一覧
等の情報を保持し、カメラ内部の内部画像管理を行う機能を有する。
【００２３】
　外部画像管理部３０４は、外部記憶装置１０４の記憶領域に格納されている画像の属性
情報を管理する。表示画像管理部３０５は、テレビジョン１０３に表示する画像の一覧、
及び画像の順序等を管理する。ＴＣＰ／ＩＰ制御部３０６は、外部装置と通信するための
ＴＣＰ／ＩＰ、ＦＴＰ、ＨＴＴＰと言ったプロトコルを制御する。　無線ＬＡＮドライバ
３１１は、無線ＬＡＮコントローラ３２１を制御して８０２．１１ｇ等の無線ＬＡＮ通信
を実現する。ＰＴＰ制御部３０７は、クレードル１０１にセットされたデジタルカメラ１
０２と通信するためのＰＴＰプロトコルを制御する。ＵＳＢドライバ３１２は、ＵＳＢコ
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ントローラ３２２を制御して、ＵＳＢホスト機能を実現する。
【００２４】
　画像表示制御部３０８は、テレビジョン１０３に表示する画像データを生成し、ビデオ
ドライバ３１３を用いて画像信号を生成する。ＧＵＩ制御部３０９は、テレビジョン１０
３に表示するＧＵＩ表示データを生成し、ビデオドライバ３１３を制御して表示画像信号
を生成する。
【００２５】
　ビデオドライバ３１３は、ビデオコントローラ３２３を制御し、テレビジョン１０３に
出力する映像信号を生成する。入出力部３１０は、ＬＥＤドライバ３１４、Ｋｅｙドライ
バ３１５等で構成される。ＰＩＯ３２４は、ＣＰＵ２０５のポートであり、リモコン（リ
モートコントローラ）入力、Ｋｅｙ入力等の信号入力、及びＬＥＤ表示制御等の信号出力
のために用いられる。
【００２６】
　なお、クレードル１０１のハードウェア構成は図３に示すものに限定されない。例えば
、各制御部の機能を１つのハードウェアで実現してもよいし、複数の制御部で役割分担し
ながら各部を制御してもよい。
【００２７】
　次に、図４を参照して、クレードル１０１を操作するリモコンの一例を説明する。
【００２８】
　図４に示すように、リモコン４００には、消去ボタン４０１、終了ボタン４０２、上キ
ー４０３、左キー４０４、決定キー４０５、右キー４０６、下キー４０７、表示キー４０
８、登録キー４０９、転送キー４１０が配置される。
【００２９】
　消去ボタン４０１は、選択中の画像を記憶領域から消去するために使用される。終了ボ
タン４０２は、クレードル１０１による画像表示出力を終了するために使用される。上キ
ー４０３、左キー４０４、右キー４０６、下キー４０７は、カーソル移動のために使用さ
れる。表示キー４０８、登録キー４０９、転送キー４１０は、それぞれクレードル１０１
に配置されている表示ボタン１１１、登録ボタン１１２、転送ボタン１１３と同様の目的
のために使用される。
【００３０】
　次に、図５を参照して、クレードル制御部３０１の処理例について説明する。
【００３１】
　まず、クレードル制御部３０１は、デジタルカメラ１０２の未接続状態から動作を開始
する（ステップＳ５００）。カメラ未接続状態では、カメラ接続検出イベント（ステップ
Ｓ５０１）と表示ボタン押下イベント（ステップＳ５０２）とを受け付ける。
【００３２】
  カメラ未接続の状態で、表示ボタン押下イベントを受け付けると（ステップＳ５０２）
、クレードル制御部３０１は、外部画像表示処理を実施する（ステップＳ５０３）。なお
、ステップＳ５０３の外部画像表示処理の詳細については後述する。外部画像表示処理を
完了すると処理を終了する。
【００３３】
　カメラ未接続の状態で、デジタルカメラ１０２が接続されると、クレードル制御部３０
１は、カメラ接続検出イベントを受け付け（ステップＳ５０１）、ステップＳ５０４へ遷
移する。ステップＳ５０４では、クレードル制御部３０１は、接続されたデジタルカメラ
１０２のカメラＩＤを取得し、登録カメラ管理部３０２に登録済みカメラのカメラＩＤか
否かを問い合わせる。そして、未登録カメラと判定された場合は、ステップＳ５０５へ遷
移し、登録済みカメラと判定された場合は、ステップＳ５０６へ遷移する。
【００３４】
　ステップＳ５０６では、クレードル制御部３０１は、ＰＴＰ制御部３０７を用いてデジ
タルカメラ１０２内部のＳＤカード等の記憶領域に格納されている画像一覧を取得し、接
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続カメラ管理部３０３に格納する。また、クレードル制御部３０１は、接続カメラ管理部
３０３に対して未転送画像があるか否かを問い合わせる。そして、未転送画像がある場合
は、ステップＳ５２０へ遷移し、未転送画像がない場合は、ステップＳ５１０へ遷移する
。
【００３５】
　ステップＳ５１０は、登録済みのデジタルカメラが接続されていて、カメラ内部の記憶
領域に未転送画像がない状態を示している。この状態では、クレードル制御部３０１は、
転送済み画像を表示するために表示ボタン押下のイベントを受け付ける。表示ボタン押下
のイベントを受け付けると（ステップＳ５１２）、クレードル制御部３０１は、外部画像
表示処理を実施する（ステップＳ５１３）。ステップＳ５１３の外部画像表示処理の詳細
については後述する。外部画像表示処理を完了すると処理を終了する。
【００３６】
　ステップＳ５２０は、登録済みのデジタルカメラ１０２が接続されていて、カメラ内部
の記憶領域に未転送画像がある状態を示している。ステップＳ５２１で、クレードル制御
部３０１は、未転送画像を転送するためのボタンを有効とし、転送ボタン１１３を点灯さ
せる。この状態では、クレードル制御部３０１は、カメラ内部の記憶領域にある画像を外
部記憶装置１０４に転送するための転送ボタン押下のイベント、及び転送済み画像を表示
するための表示ボタン押下のイベントを受け付ける。
【００３７】
　転送ボタン押下のイベントを受け付けると（ステップＳ５２５）、クレードル制御部３
０１は、カメラ内画像転送処理を実施する（ステップＳ５２６）。ステップＳ５２６のカ
メラ内画像転送処理の詳細については後述する。カメラ内画像転送処理を完了すると、ス
テップＳ５１０の状態へ遷移する。
【００３８】
　表示ボタン押下のイベントを受け付けると（ステップＳ５２２）、クレードル制御部３
０１は、カメラ内画像と外部画像の表示処理を実施する（ステップＳ５２３）。ステップ
Ｓ５２３のカメラ内画像と外部画像の表示処理の詳細については後述する。カメラ内画像
と外部画像の表示処理を完了すると処理を終了する。
【００３９】
　一方、ステップＳ５０５では、クレードル制御部３０１は、ＰＴＰ制御部３０７を用い
てデジタルカメラ１０２内部のＳＤカード等の記憶領域に格納されている画像一覧を取得
し、接続カメラ管理部３０３に格納する。また、クレードル制御部３０１は、接続カメラ
管理部３０３に対して未転送画像があるか否かを問い合わせる。そして、カメラ内部の記
憶領域に未転送画像がある場合は、ステップＳ５３０へ遷移し、カメラ内部の記憶領域に
未転送画像がない場合は、ステップＳ５４０へ遷移する。
【００４０】
　ステップＳ５４０は、未登録のデジタルカメラ１０２が接続されていて、カメラ内部の
記憶領域に未転送画像がない状態を示している。ステップＳ５４１で、クレードル制御部
３０１は、未登録カメラを登録するためのボタンを有効とし、登録ボタン１１２を点灯さ
せる。この状態では、クレードル制御部３０１は、登録ボタン押下のイベントを受け付け
る。登録ボタン押下のイベントを受け付けると（ステップＳ５４２）、クレードル制御部
３０１は、カメラ登録処理を実施する（ステップＳ５４３）。ステップＳ５４３のカメラ
登録処理の詳細については後述する。カメラ登録処理を完了すると処理を終了する。
【００４１】
　ステップＳ５３０は、未登録のデジタルカメラ１０２が接続されていて、カメラ内部の
記憶領域に未転送画像がある状態を示している。ステップＳ５４１で、クレードル制御部
３０１は、未登録カメラを登録するためのボタンを有効とし、登録ボタン１１２を点灯さ
せる。この状態では、クレードル制御部３０１は、登録ボタン押下のイベント、及びカメ
ラの内部記憶領域にある画像を表示するための表示ボタン押下のイベントを受け付ける。
【００４２】
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　そして、登録ボタン押下のイベントを受け付けると（ステップＳ５３２）、クレードル
制御部３０１は、カメラ登録処理を実施する（ステップＳ５３３）。ステップＳ５３３の
カメラ登録処理の詳細については後述する。カメラ登録処理を完了するとステップＳ５２
０の状態へ遷移する。
【００４３】
　一方、表示ボタン押下のイベントを受け付けると（ステップＳ５３５）、クレードル制
御部３０１は、カメラ内画像表示処理を実施する（ステップＳ５３６）。ステップＳ５３
６のカメラ内画像表示処理の詳細については後述する。カメラ内画像表示処理を完了する
とステップＳ５４０の状態へ遷移する。
【００４４】
　＜カメラ登録処理＞
　次に、図６を参照して、クレードル制御部３０１によるカメラ登録処理について説明す
る。図６において、ステップＳ６００のカメラ登録処理は、図５のステップＳ５３３及び
ステップＳ５４３におけるカメラ登録処理の詳細を表している。
【００４５】
　まず、クレードル制御部３０１は、登録処理中であることを示すために登録ボタン１１
２を点滅表示させる（ステップＳ６０１）。次に、クレードル制御部３０１は、現在クレ
ードル１０１にセットされているデジタルカメラ１０２のカメラＩＤを接続カメラ管理部
３０３より取得し（ステップＳ６０２）、登録カメラ管理部３０２に対して登録する（ス
テップＳ６０３）。登録が完了すると、クレードル制御部３０１は、登録ボタン１１２を
消灯させ（ステップＳ６０４）、処理を終了する。以上がカメラ登録処理である。
【００４６】
　＜カメラ内画像転送処理＞
　次に、図７を参照して、クレードル制御部３０１によるカメラ内画像転送処理について
説明する。図７において、ステップＳ７００のカメラ内画像転送処理は図５のステップＳ
５２６における処理の詳細を表している。
【００４７】
　まず、クレードル制御部３０１は、転送処理中であることを示すために転送ボタン１１
３を点滅表示させる（ステップＳ７０１）。次に、クレードル制御部３０１は、接続カメ
ラ管理部３０３より未転送画像のエントリを取得する（ステップＳ７０２）。次に、クレ
ードル制御部３０１は、取得したエントリの画像ファイルをＰＴＰ制御３０７を用いてカ
メラ内部の記憶領域から取得する（ステップＳ７０６）。次に、クレードル制御部３０１
は、取得した画像ファイルをＴＣＰ／ＩＰ制御部３０６を使用してＦＴＰプロトコル等を
用いて外部記憶装置１０４に画像ファイルを転送する（ステップＳ７０７）。
【００４８】
　次に、クレードル制御部３０１は、転送した画像ファイルのエントリを外部画像管理部
３０４に登録する（ステップＳ７０８）。次に、クレードル制御部３０１は、転送した画
像ファイルのエントリを未転送から転送済みにするために、接続カメラ管理部３０３の未
転送画像リストを更新する（ステップＳ７０９）。次に、クレードル制御部３０１は、接
続カメラ管理部３０３に対して、未転送画像がまだあるか否かを問い合わせる（ステップ
Ｓ７１０）。
【００４９】
　そして、未転送画像がまだある場合は、ステップＳ７０２へ遷移し、転送画像が全てな
くなるまでステップＳ７０２からステップＳ７０９までの処理を繰り返す。未転送画像が
なくなったら、クレードル制御部３０１は、転送ボタン１１３を消灯し（ステップＳ７１
１）、処理を終了する。以上がカメラ内画像転送処理である。
【００５０】
　＜外部画像表示処理（カメラ接続状態）＞
　次に、図８を参照して、クレードル制御部３０１によるカメラ接続状態での外部画像表
示処理について説明する。図８において、ステップＳ８００の外部画像表示処理は、図５
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のステップＳ５１３における処理の詳細を表している。
【００５１】
　まず、クレードル制御部３０１は、現在クレードル１０１にセットされているデジタル
カメラ１０２のカメラＩＤを接続カメラ管理部３０３より取得する（ステップＳ８０１）
。次に、クレードル制御部３０１は、取得したカメラＩＤをキーにして外部画像管理部３
０４より当該カメラの画像一覧を取得する（ステップＳ８０２）。次に、クレードル制御
部３０１は、取得した当該カメラの画像一覧から、ＴＣＰ／ＩＰ制御部３０６を用いてア
クセス可能な画像を確認し、表示画像リストを作成する（ステップＳ８０３）。
【００５２】
　次に、クレードル制御部３０１は、ＧＵＩ制御部３０９を用いて、画面表示のレイアウ
トを構築し、表示対象画像を決定する（ステップＳ８０４）。そして、クレードル制御部
３０１は、表示対象画像の画像データをＴＣＰ／ＩＰ制御部３０６を用いて取得する（ス
テップＳ８０５）。例えば、３×３の表示であれば９枚の画像を表示対象画像とし、この
９枚の画像を取得する。
【００５３】
　次に、クレードル制御部３０１は、取得した表示画像データを、画像表示制御部３０８
を用いて表示すると共に、ＧＵＩ制御部３０９を用いてＧＵＩの表示も行う（ステップＳ
８０６）。ここで、クレードル制御部３０１は、外部イベント待ち状態となる（ステップ
Ｓ８０７）。
【００５４】
　この状態では、クレードル制御部３０１は、カーソル移動イベント（ステップＳ８０８
）及び終了イベント（ステップＳ８１１）を受け付ける。カーソル移動イベントは、不図
示のカーソルボタン（又はリモコン４００のカーソルキー）の押下を検知することにより
入出力部３１０より発行される。終了イベントは、リモコン４００の終了ボタン４０２の
押下、または、クレードル１０１にセットされているデジタルカメラ１０２の取り外し、
などを検知することにより入出力部３１０より発行される。
【００５５】
　カーソル移動イベントを受け付けると（ステップＳ８０８）、クレードル制御部３０１
は、ＧＵＩ上のフォーカスの移動やページ移動といったカーソル移動処理（ステップＳ８
０９）を行う。
【００５６】
　そして、カーソル移動処理によって、表示対象画像が変更になった場合（ステップＳ８
１０のＹｅｓ）、ステップＳ８０４へ遷移し、表示対象画像が変更されていない場合は（
ステップＳ８１０のＮｏ）、イベント待ち状態（ステップＳ８０７）へ遷移する。また、
クレードル制御部３０１は、終了イベントを受け付けると（ステップＳ８１１）、処理を
終了する。
【００５７】
　図９に、上記ステップＳ８０６において表示出力した画像の表示例を示す。
【００５８】
　図９において、テレビジョン１０３の画面９００には、接続中のカメラの画像を表示す
るための表示領域９０１が表示される。表示領域９０１の上部には、該表示領域９０１に
表示中の画像群を説明するタイトルが表示されるタブ９１０が配置される。この例では、
表示領域９０１に画像１から画像９までの９枚の画像が表示されており、このうちの画像
１がフォーカスされている状態を示している。フォーカスされた画像１の周囲には、フォ
ーカス枠９０２が表示される。
【００５９】
　この状態で、リモコン４００の上キー４０３、左キー４０４、右キー４０６、下キー４
０７の操作によりフォーカス枠９０２を移動させることが可能である。また、フォーカス
枠９０２が最上位の画像より上、又は最上位の画像より下に移動させられると、次のペー
ジへジャンプして、新たな９枚の画像が表示される。
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【００６０】
　リモコン４００の決定キー４０５を押下すると、現在フォーカスされている画像の拡大
表示が行われる。リモコン４００の消去ボタン４０１を押下すると、現在フォーカスされ
ている画像が外部記憶装置１０４から消去される。このように、本実施形態では、リモコ
ン４００を用いて画像の管理をおこなうことが可能である。したがって、ユーザは普段か
ら使い慣れたリモコンを操作して容易に画像を管理できる。
【００６１】
　＜外部画像表示処理（未接続状態）＞
　次に、図１０を参照して、クレードル制御部３０１によるカメラ未接続時の外部画像表
示処理について説明する。図１０において、ステップＳＡ００の外部画像表示処理は図５
のステップＳ５０３における処理の詳細を表している。
【００６２】
　まず、クレードル制御部３０１は、登録カメラ管理部３０２よりクレードル１０１に登
録済みのデジタルカメラ１０２のカメラＩＤの一覧を取得する（ステップＳＡ０１）。次
に、クレードル制御部３０１は、取得したカメラＩＤをキーにして外部画像管理部３０４
よりカメラＩＤ毎の画像一覧を取得する（ステップＳＡ０２）。次に、クレードル制御部
３０１は、取得したカメラ毎（撮像装置毎）の画像一覧から、ＴＣＰ／ＩＰ制御部３０６
を用いてアクセス可能な画像を確認し、カメラ毎の表示画像リストを作成する（ステップ
ＳＡ０３）。
【００６３】
　次に、クレードル制御部３０１は、ＧＵＩ制御部３０９を用いて、画面表示のレイアウ
トを構築し、表示対象画像を決定する（ステップＳＡ０４）。これ以降、ステップＳＡ０
４からステップＳＡ１１までの処理の流れは、図８のステップＳ８０４からステップＳ８
１１までの処理と同じであるため説明を省略する。
【００６４】
　図１１に、ステップＳＡ０６において表示出力した画像の表示例を示す。
【００６５】
　図１１において、テレビジョン１０３の画面９００には、接続中のカメラの画像を表示
するための表示領域９０１が表示される。表示領域９０１の上部には、カメラＡの画像を
表示する表示領域のためのタブ９１０、カメラＡとは別のカメラＢの画像を表示する表示
領域のためのタブ９２０、カメラＡ，Ｂとは別のカメラＣの画像を表示する表示領域のた
めのタブ９３０が表示される。
【００６６】
　また、タブ９３０の側部には、カメラＡ，Ｂ、Ｃとは別のカメラの画像を表示するタブ
が選択可能であることを示すアイコン９４０が表示される。タブ９１０、９２０、９３０
の中から選択されたタブの表示が表示領域９０１に表示される。この例では、カメラＡ、
Ｂ、Ｃ、・・・の順でタブが並んでいる。このように表示することで、ユーザは複数のカ
メラに記憶された画像を、カメラ別に容易に閲覧することができる。このタブの順序は、
クレードル１０１に登録済みのカメラのうちで、接続した時期の新しいもの順に並べられ
る。従って、カメラＡが最も近い時期に接続されたカメラであることを示している。
【００６７】
　表示領域９０１には、選択されたタブの画像１から画像９までの９枚の画像が表示され
ており、このうち画像１がフォーカスされている状態を示している。フォーカスされた画
像１の周囲には、フォーカス枠９０２が表示される。
【００６８】
　この状態で、リモコン４００の上キー４０３、左キー４０４、右キー４０６、下キー４
０７の操作によりフォーカス枠９０２を移動させることが可能である。また、フォーカス
枠９０２が最上位の画像より上、又は最上位の画像より下に移動させられると、次のペー
ジへジャンプして、新たな９枚の画像が表示される。
【００６９】
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　リモコン４００の決定キー４０５を押下すると、現在フォーカスされている画像の拡大
表示が行われる。リモコン４００の消去ボタン４０１を押下すると、現在フォーカスされ
ている画像が外部記憶装置１０４から消去される。
【００７０】
　また、フォーカス枠９０２がページの先頭へ来ているときにさらに上へ移動させられる
と、タブ９１０、９２０、９３０の選択が可能となる。
【００７１】
　＜カメラ内部画像表示処理（未登録カメラ）＞
　次に、図１２を参照して、クレードル制御部３０１による未登録カメラのカメラ内画像
表示処理について説明する。図１２において、ステップＳＢ００のカメラ内画像表示処理
は図５のステップＳ５３６における処理の詳細を表している。
【００７２】
　まず、クレードル制御部３０１は、ＰＴＰ制御部３０７を用いて接続中のデジタルカメ
ラ１０２の内部記憶領域に格納されている画像一覧を取得する（ステップＳＢ０１）。次
に、クレードル制御部３０１は、取得したカメラ内部の画像一覧から、ＰＴＰ制御部３０
７を用いてアクセス可能な画像を確認し、表示画像リストを作成する（ステップＳＢ０２
）。
【００７３】
　次に、クレードル制御部３０１は、ＧＵＩ制御部３０９を用いて、画面表示のレイアウ
トを構築し、表示対象画像を決定する（ステップＳＢ０３）。次に、クレードル制御部３
０１は、表示対象画像の画像データをＰＴＰ制御部３０７を用いて接続中のデジタルカメ
ラ１０２より取得する（ステップＳＢ０４）。例えば、３×３の表示であれば９枚の画像
を表示対象画像とし、この９枚の画像を取得する。次に、クレードル制御部３０１は、取
得した表示画像データを画像表示制御部３０８を用いて表示すると共に、ＧＵＩ制御部３
０９を用いてＧＵＩの表示も行う（ステップＳＢ０５）。このように、未登録のカメラの
場合は、カメラから直接画像を取得することにより、テレビジョン１０３に画像を表示す
ることが可能となる。
【００７４】
　ここで、クレードル制御部３０１は、外部イベント待ち状態となる（ステップＳＢ０７
）。これ以降、ステップＳＢ０７からステップＳＢ１１までの処理の流れは、図８のステ
ップＳ８０７からステップＳ８１１までの処理と同じであるため説明を省略する。
【００７５】
　図１３に、ステップＳＢ０５において表示出力した画像の表示例を示す。
【００７６】
　図１３において、テレビジョン１０３の画面９００には、接続中のカメラの画像を表示
するための表示領域９０１が表示される。表示領域９０１の上部には、該表示領域９０１
に表示中の画像群を説明するタイトルが表示されるタブ９１０が配置される。この例では
、表示領域９０１に画像１から画像９までの９枚の画像が表示されており、これらのうち
の画像１がフォーカスされている状態を示している。
【００７７】
　フォーカスされた画像１の周囲には、フォーカス枠９０２が表示される。また、表示領
域９０１の画像１から画像９までの９枚の画像は、影９０５が付加された状態で表示され
ている。この影９０５は、表示画像がデジタルカメラ１０２の内部記憶領域にある画像で
あることを示すためのものである。
【００７８】
　この状態で、リモコン４００の上キー４０３、左キー４０４、右キー４０６、下キー４
０７の操作によりフォーカス枠９０２を移動させることが可能である。また、フォーカス
枠９０２が最上位の画像より上、又は最上位の画像より下に移動させられると、次のペー
ジへジャンプして、新たな９枚の画像が表示される。
【００７９】
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　リモコン４００の決定キー４０５を押下すると、現在フォーカスされている画像の拡大
表示が行われる。リモコン４００の消去ボタン４０１を押下すると、現在フォーカスされ
ている画像が外部記憶装置１０４から消去される。
【００８０】
　＜カメラ内画像及び外部画像の表示処理＞
　次に、図１４を参照して、クレードル制御部３０１によるカメラ接続時のカメラ内画像
及び外部画像の表示処理について説明する。図１４において、ステップＳＣ００のカメラ
内画像及び外部画像の表示処理は図５のステップＳ５２３における処理の詳細を表してい
る。
【００８１】
　まず、クレードル制御部３０１は、クレードル１０１に現在セットされているデジタル
カメラ１０２のカメラＩＤを接続カメラ管理部３０３より取得する（ステップＳＣ０１）
。次に、クレードル制御部３０１は、取得したカメラＩＤをキーにして外部画像管理部３
０４よりデジタルカメラ１０２の外部画像一覧を取得する（ステップＳＣ０２）。次に、
クレードル制御部３０１は、ＰＴＰ制御部３０７を用いて接続中のデジタルカメラ１０２
の内部記憶領域に格納されている内部画像一覧を取得する（ステップＳＣ０３）。
【００８２】
　次に、クレードル制御部３０１は、取得したデジタルカメラ１０２の外部画像の一覧か
ら、ＴＣＰ／ＩＰ制御部３０６を用いてアクセス可能な外部画像を確認する。また、クレ
ードル制御部３０１は、取得したデジタルカメラ１０２の内部画像一覧から、ＰＴＰ制御
部３０７を用いてアクセス可能なカメラ内部画像を確認し、表示画像リストを作成する（
ステップＳＣ０４）。
【００８３】
　次に、クレードル制御部３０１は、ＧＵＩ制御部３０９を用いて、画面表示のレイアウ
トを構築し、表示対象画像を決定する（ステップＳＣ０５）。また、クレードル制御部３
０１は、表示対象画像の画像データのうち、外部画像一覧にある画像に関してはＴＣＰ／
ＩＰ制御部３０６を用いて外部記憶装置１０４より取得する。さらに、クレードル制御部
３０１は、内部画像一覧にある画像に関してはＰＴＰ制御部３０７を用いて接続中のデジ
タルカメラ１０２より取得する（ステップＳＣ０６）。例えば、３×３の表示であれば９
枚の画像を表示対象画像とし、この９枚の画像を取得する。
【００８４】
　次に、クレードル制御部３０１は、取得した表示画像データを、画像表示制御部３０８
を用いて表示すると共に、ＧＵＩ制御部３０９を用いてＧＵＩの表示も行う（ステップＳ
Ｃ０７）。
【００８５】
　ここで、クレードル制御部３０１は、外部イベント待ち状態となる（ステップＳＣ０８
）。これ以降、ステップＳＣ０８からステップＳＣ１２までの処理の流れは、図８のステ
ップＳ８０７からステップＳ８１１までの処理と同じであるため説明を省略する。
【００８６】
　図１５に、ステップＳＣ０７において表示出力した画像の表示例を示す。
【００８７】
　図１５において、テレビジョン１０３の画面９００には、接続中のカメラの画像を表示
するための表示領域９０１が表示される。表示領域９０１の上部には、該表示領域９０１
に表示中の画像群を説明するタイトルが表示されるタブ９１０が配置される。この例では
、表示領域９０１に画像１から画像９までの９枚の画像が表示されており、これらのうち
の画像１がフォーカスされている状態を示している。
【００８８】
　フォーカスされた画像１の周囲には、フォーカス枠９０２が表示される。また、表示領
域９０１の画像のうち、画像１、２、４、７、９の５枚の画像は、影９０５が付加された
状態で表示されている。この影９０５は、表示画像がデジタルカメラ１０２の内部記憶領
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域内にある画像であることを示すものである。また、画像３、５、６、８は影９０５が付
加されていない状態で表示されており、外部記憶装置１０４の記憶領域にある画像である
ことを示している。これらの表示画像は、撮影時刻、ファイル名、画像タイトル等の画像
属性情報の順序に従って表示される。
【００８９】
　このように、デジタルカメラ１０２内に記憶されている画像と外部記憶装置１０４を混
在して表示することにより、画像の一括した管理が可能となる。また、デジタルカメラ１
０２内に記憶されている画像と外部記憶装置１０４に記憶されている画像とを識別可能に
表示することにより、ユーザは各画像の記憶されている場所を容易に把握することができ
る。
【００９０】
　この状態で、リモコン４００の上キー４０３、左キー４０４、右キー４０６、下キー４
０７の操作によりフォーカス枠９０２を移動させることが可能である。また、フォーカス
枠９０２が最上位の画像より上、又は最上位の画像より下に移動させられると、次のペー
ジへジャンプして、新たな９枚の画像が表示される。
【００９１】
　リモコン４００の決定キー４０５を押下すると、現在フォーカスされている画像の拡大
表示が行われる。リモコン４００の消去ボタン４０１を押下すると、現在フォーカスされ
ている画像が外部記憶装置１０４から消去される。
【００９２】
　図１６に、上記ステップＳＣ０７において表示出力した画像の他の表示例を示す。
【００９３】
　図１６において、テレビジョン１０３の画面９００には、接続中のカメラの画像を表示
するための表示領域９０１が表示される。表示領域９０１の上部には、カメラの内部画像
及び外部画像の表示を選択的に切り替えることができるタブ９５０，９６０が表示されて
いる。
【００９４】
　タブ９５０を選択するとカメラＡの内部画像が表示領域９０１に表示され、タブ９６０
を選択するとカメラＡの外部画像が表示領域９０１に表示される。図１６の例では、カメ
ラＡの内部画像がタブ９５０で選択されている状態であり、カメラＡの内部画像である画
像１から画像９が表示領域９０１に表示されている状態を表している。これら表示画像は
、撮影時刻、ファイル名、画像タイトル等の画像属性情報の順序に従って表示される。
【００９５】
　以上説明したように、本実施形態では、デジタルカメラ１０２がクレードル１０１にセ
ットされていない状態で表示ボタン１１１を押下することにより、外部記憶装置１０４に
格納された登録済みカメラの撮影画像をテレビジョン１０３に表示することができる。こ
の場合の表示画像は、クレードル１０１に登録済みのカメラのうちで、接続した時期の新
しいもの順に並べて表示することができる。
【００９６】
　また、未登録のデジタルカメラ１０２がクレードル１０１にセットされた状態で表示ボ
タン１１１を押下することにより、デジタルカメラ１０２内の記憶領域に格納されている
画像をテレビジョン１０３に表示することができる。
【００９７】
　更に、登録済みカメラ１０２がクレードル１０１にセットされた状態で表示ボタン１１
１を押下することで、外部記憶装置１０４に格納されたデジタルカメラ１０２の撮影画像
とデジタルカメラ１０２内の記憶領域に格納された画像とをテレビジョン１０３に表示す
ることができる。
【００９８】
　なお、上記実施形態では、登録済みカメラ１０２がクレードル１０１にセットされた状
態においては、カメラの内部画像と外部記憶装置の画像との両方を表示可能としたが、こ



(13) JP 5241220 B2 2013.7.17

10

20

30

40

50

れに代えて、外部記憶装置の画像のみを表示しても良い。
【００９９】
　また、上記実施形態では、外部記憶装置は無線ＬＡＮを使用してネットワークを介して
クレードルと接続しているが、この外部記憶装置は、ＬＡＮの内部にあるＰＣやＨＤＤ等
の装置でも良いし、ＬＡＮの外部のインターネットに接続されたサーバでも良い。また、
外部記憶装置は、いわゆるネットワークフォトストレージサービス等を利用して、特定の
プロトコルで接続することによって実現しても良い。
【０１００】
　（第２の実施形態）
　次に、図１７を参照して、本発明の第２の実施形態である画像表示制御装置について説
明する。本実施形態では、クレードル１０１とネットワーク上のサーバに設けられた登録
カメラ管理手段とのシステムによって画像表示制御装置を構成する。
【０１０１】
　本実施形態では、複数のクレードル１０１で登録カメラの情報を共有する。また、ネッ
トワーク上のサーバに設けられた登録カメラ管理手段１２０が、外部記憶装置１０４の記
憶領域に格納されている複数のデジタルカメラ１０２のカメラ属性情報を管理する。この
ように、登録カメラ管理手段１２０をネットワーク上のサーバに持たせることにより、複
数のクレードル１０１間で外部記憶装置１０４に格納された画像の表示を実現する。
【０１０２】
　なお、図１７のシステム構成において、登録カメラ管理手段１２０以外は図１と同様で
ある。また、本実施形態のクレードル１０１の内部構成は図２と同様であり、本実施形態
のクレードル１０１内のＣＰＵ２０５で動作するクレードル制御ソフトウェアの内部構造
は図３と同様である。
【０１０３】
　また、本実施形態におけるクレードル制御部３０１の処理は、既に図５で説明した処理
と基本的には同等であるが、一部の内部処理に違いがあるために、その違いについて以下
に説明する。
【０１０４】
　本実施形態では、登録カメラ管理部３０２の処理が異なる。登録カメラ管理部３０２は
、クレードル制御部３０１に対して、カメラＩＤをキーにした登録カメラの問い合わせ、
登録カメラの一覧の取得、カメラの新規登録の機能を提供する。
【０１０５】
　これらの機能を実現するに当たって、本実施形態においては、登録カメラ管理部３０２
は、ＴＣＰ／ＩＰ制御部３０６を用いてネットワークのサーバ上に構築されている登録カ
メラ管理手段１２０にアクセスする。
【０１０６】
　次に、本実施形態におけるクレードル制御部３０１の処理について説明する。本実施形
態では、基本的には既に説明した図５及び図６の処理と同様であるが、図５のカメラＩＤ
の判定処理（ステップＳ５０４）及び図６のカメラＩＤ登録処理（ステップＳ６０３）が
相違する。
【０１０７】
　即ち、本実施形態では、図５のステップＳ５０４において、登録カメラ管理部３０２で
初めて接続されたデジタルカメラ１０２であると判定された場合、外部の登録カメラ管理
手段１２０に対して登録済みカメラか否かの問い合わせを行う。
【０１０８】
　また、本実施形態では、図６のステップＳ６０３において、ステップＳ６０２で取得し
たカメラＩＤは、外部の登録カメラ管理手段１２０に対してデジタルカメラ１０２の新規
登録を依頼する。
【０１０９】
　以上により、デジタルカメラ１０２の撮影画像で外部記憶装置１０４の記憶領域に格納
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されている画像を、クレードル１０１を特定することなく、任意のクレードル１０１から
テレビジョン１０３に表示出力することが可能となる。
【０１１０】
　これにより、例えば、デジタルカメラ１０２の所有者が自宅以外の場所にあるクレード
ルに自分のカメラをセットしたときに、自分のカメラで過去に撮影した画像を外部記憶装
置１０４から呼び出してテレビジョン１０３に表示することが可能となる。
【０１１１】
　また、写真店等のプリント指定装置（所謂キオスク端末）にこのクレードル機能を搭載
すれば、任意のプリント指定装置にカメラをセットすることで、そのカメラで過去に撮影
した画像で外部記憶装置に格納された画像を呼びだして、印刷指定をすることができる。
【０１１２】
　なお、本発明は上記実施形態に例示したものに限定されるものではなく、本発明の要旨
を逸脱しない範囲において適宜変更可能である。
【０１１３】
　例えば、上記実施形態では、クレードル１０１とテレビジョン１０３とは、コンポジッ
ト，Ｓ端子，Ｄ端子等のアナログ信号またはＨＤＭＩ等のデジタル信号のケーブル１１５
で接続されている。しかし、これに代えて、ＤＬＮＡ等のネットワークプロトコルを利用
して接続してテレビジョン１０３に画像を表示しても良い。この場合、テレビジョン１０
３は、ＤＬＮＡ対応のメディアレンダラー機能を持つテレビジョンであり、クレードル１
０１は、表示画像管理部３０５としてＤＬＮＡのメディアサーバとしての機能を持つこと
になる。メディアコントローラー機能は、クレードル１０１又はテレビジョン１０３が持
つことになる。
【０１１４】
　また、上記実施形態では、クレードル１０１と外部のネットワークは無線ＬＡＮで接続
されているが、これに代えて有線ＬＡＮ、携帯電話、ＰＨＳ等の無線サービス、ＣＡＴＶ
によるインターネット接続サービス等を利用しても良い。
【０１１５】
　更に、上記実施形態では、クレードル１０１とデジタルカメラ１０２との接続にＵＳＢ
を用いたＰＴＰプロトコルを使用している。しかし、これに代えて、ＵＳＢマスストレー
ジクラス等のプロトコルや、ブルートゥース、ワイヤレスＵＳＢ等の無線プロトコルを用
いてもよい。
【０１１６】
　更に、クレードル１０１に電源供給のための端子を設けて、デジタルカメラ１０２と接
続状態でデジタルカメラ１０２に内蔵の二次電池を充電するための充電回路を構成しても
よい。
【０１１７】
　また、本発明の目的は、以下の処理を実行することによって達成される。即ち、上述し
た実施形態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録した記憶媒体を、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（またはＣＰＵやＭ
ＰＵ等）が記憶媒体に格納されたプログラムコードを読み出す処理である。
【０１１８】
　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前述した実施の形態の機
能を実現することになり、そのプログラムコード及び該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になる。
【０１１９】
　また、プログラムコードを供給するための記憶媒体としては、次のものを用いることが
できる。例えば、フロッピー（登録商標）ディスク、ハードディスク、光磁気ディスク、
ＣＤ－ＲＯＭ、ＣＤ－Ｒ、ＣＤ－ＲＷ、ＤＶＤ－ＲＯＭ、ＤＶＤ－ＲＡＭ、ＤＶＤ－ＲＷ
、ＤＶＤ＋ＲＷ、磁気テープ、不揮発性のメモリカード、ＲＯＭ等である。または、プロ
グラムコードをネットワークを介してダウンロードしてもよい。
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【０１２０】
　また、コンピュータが読み出したプログラムコードを実行することにより、上記実施の
形態の機能が実現される場合も本発明に含まれる。加えて、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（オペレーティングシステム）等が実際の
処理の一部または全部を行い、その処理によって前述した実施形態の機能が実現される場
合も含まれる。
【０１２１】
　更に、前述した実施形態の機能が以下の処理によって実現される場合も本発明に含まれ
る。即ち、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機
能拡張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
る。その後、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等が実際の処理の一部または全部を行う場合である。
【図面の簡単な説明】
【０１２２】
【図１】本発明の第１の実施形態であるクレードル（画像表示制御装置）を説明するため
の説明図である。
【図２】クレードルの内部構成を説明するためのブロック図である。
【図３】クレードルを制御するソフトウェアの構成を説明するためのブロック図である。
【図４】リモコンの外観図である。
【図５】クレードル制御部の処理例について説明するためのフローチャート図である。
【図６】クレードル制御部によるカメラ登録処理について説明するためのフローチャート
図である。
【図７】クレードル制御部によるカメラ内画像転送処理について説明するためのフローチ
ャート図である。
【図８】クレードル制御部によるカメラ接続状態での外部画像表示処理について説明する
ためのフローチャート図である。
【図９】図８のステップＳ８０６において表示出力した画像の表示例を示す図である。
【図１０】クレードル制御部によるカメラ未接続時の外部画像表示処理について説明する
ためのフローチャート図である。
【図１１】図１０のステップＳＡ０６において表示出力した画像の表示例を示す図である
。
【図１２】クレードル制御部による未登録カメラのカメラ内画像表示処理について説明す
るためのフローチャート図である。
【図１３】図１２のステップＳＢ０５において表示出力した画像の表示例を示す図である
。
【図１４】クレードル制御部によるカメラ接続時のカメラ内画像及び外部画像の表示処理
について説明するためのフローチャート図である。
【図１５】図１４のステップＳＣ０７において表示出力した画像の表示例を示す図である
。
【図１６】図１４のステップＳＣ０７において表示出力した画像の他の表示例を示す図で
ある。
【図１７】本発明の第２の実施形態である画像表示制御装置について説明するための説明
図である。
【符号の説明】
【０１２３】
１０１　クレードル
１０２　デジタルカメラ
１０３　テレビジョン
１０４　外部記憶装置
１１１　表示ボタン
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１１２　登録ボタン
１１３　転送ボタン
１１４　無線アンテナ
１２０　登録カメラ管理手段
２０１　システムバス
２０２　ＤＭＡＣ
２０３　ＤＲＡＭ
２０４　フラッシュＲＯＭ
２０５　ＣＰＵ
２０６　表示制御部
２０７　カメラ通信制御部
２０８　ネットワーク通信制御部
２０９　信号入出力部
２１０　表示出力部
２１１　通信コネクタ
３０１　クレードル制御部
３０２　登録カメラ管理部
３０３　接続カメラ管理部
３０４　外部画像管理部
３０５　表示画像管理部
３０６　ＴＣＰ／ＩＰ制御部
３０７　ＰＴＰ制御部
３０８　画像表示制御部
３０９　ＧＵＩ制御部
３１０　入出力部
３１１　無線ＬＡＮドライバ
３１２　ＵＳＢドライバ
３１３　ビデオドライバ
３１４　ＬＥＤドライバ
３１５　Ｋｅｙドライバ
３２１　無線ＬＡＮコントローラ
３２２　ＵＳＢコントローラ
３２３　ビデオコントローラ
３２４　ＰＩＯ
４００　リモコン
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【図１１】 【図１２】
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【図１５】 【図１６】
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