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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　画像データを記憶する画像データ記憶手段と、
　ローカルエリアネットワークに接続されてデータ通信を行う通信手段と、
　前記画像データ記憶手段及び前記通信手段を制御する制御手段とを備え、
　該制御手段が、前記通信手段により前記ローカルエリアネットワークに対してブロード
キャストによる問合せデータを送信するとともに、前記ローカルエリアネットワークに接
続されている機器から前記問合せデータに対する応答データを受信したときに該応答デー
タを送信した機器のＩＰアドレスを抽出し、抽出されたＩＰアドレスを有する機器に宛て
て前記画像データ記憶手段に記憶されている画像データを送信することを特徴とするデジ
タルカメラ。
【請求項２】
　前記制御手段により抽出されたＩＰアドレス又は該ＩＰアドレスを有する機器の一覧が
表示される表示手段と、
　前記一覧に示されたＩＰアドレス又は機器を選択するための選択手段とを備え、
　前記制御手段が、前記選択手段により選択されたＩＰアドレスを有する機器又は前記選
択手段により選択された機器に宛てて、前記画像データ記憶手段に記憶されている画像デ
ータを送信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。
【請求項３】
　前記制御手段が、前記問合せデータの送信から所定時間内に抽出されたＩＰアドレスが
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１つであった場合に、そのＩＰアドレスを有する機器に宛てて前記画像データ記憶手段に
記憶されている画像データを自動送信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。
【請求項４】
　前記画像データ記憶手段に記憶されている画像データの送信を前記制御手段に指示する
送信指示手段と、
　前記画像データ記憶手段に記憶されている画像データが送信された際に送信先を記憶す
る宛先記憶手段とを備え、
　前記制御手段が、前記宛先記憶手段に送信先が記憶されているときに前記送信指示手段
から送信指示を受けると、前記宛先記憶手段に記憶されている送信先に宛てて前記画像デ
ータ記憶手段に記憶されている画像データを送信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。
【請求項５】
　前記画像データ記憶手段に記憶されている画像データの送信を前記制御手段に指示する
送信指示手段を備え、
　前記制御手段が、前記ＩＰアドレスの抽出処理を繰り返し実行して前記一覧を逐次作成
し、前記送信指示手段から送信指示を受けたときにその時点で作成されている最新の一覧
を前記表示手段に表示させることを特徴とする請求項２に記載のデジタルカメラ。
【請求項６】
　画像データを記憶する画像データ記憶手段と、ローカルエリアネットワークに接続され
てデータ通信を行う通信手段と、前記画像データ記憶手段及び前記通信手段を制御する制
御手段とを備えるデジタルカメラが、前記ローカルエリアネットワークを通じて前記画像
データ記憶手段に記憶されている画像データを送信するデジタルカメラの画像データ送信
方法であって、
　前記制御手段が、前記通信手段により前記ローカルエリアネットワークに対してブロー
ドキャストによる問合せデータを送信する問合せステップと、
　前記制御手段が、前記ローカルエリアネットワークに接続されている機器から前記問合
せデータに対する応答データを受信したときに、該応答データを送信した機器のＩＰアド
レスを抽出する応答ステップと、
　前記制御手段が、抽出されたＩＰアドレスを有する機器に宛てて前記画像データ記憶手
段に記憶されている画像データを送信する送信ステップとを含むことを特徴とするデジタ
ルカメラの画像データ送信方法。
【請求項７】
　画像データを記憶する画像データ記憶手段と、
　ローカルエリアネットワークに接続されてデータ通信を行う通信手段と、
　前記通信手段によって前記ローカルエリアネットワークを介して受信した問合せデータ
から送信元のＩＰアドレスを抽出し、抽出された送信元のＩＰアドレス宛に自分のＩＰア
ドレスを含む応答データを送信し、該応答データに対して返信された前記送信元からの画
像データ送信要求データを受信したときに前記画像データ送信要求データに応じて前記画
像データ記憶手段に記憶される画像データを前記送信元へ送信するカメラ制御手段と
　を有するデジタルカメラと、
　前記ローカルエリアネットワークに接続されてデータ通信を行う端末通信手段と、
　該端末通信手段により前記ローカルエリアネットワークに対してブロードキャストによ
る前記問い合わせデータを送信し、該問い合わせデータに対する前記返答データを受信し
たときに該応答データより前記デジタルカメラのＩＰアドレスを抽出し、抽出されたＩＰ
アドレス宛てに画像データ送信要求データを送信して該画像データ送信要求データに応じ
て返信された画像データを前記デジタルカメラより取得する端末制御手段と
　を有する端末装置と
を備えたことを特徴とする画像データ送受信システム。
【請求項８】
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　前記端末装置は、
　前記端末制御手段により抽出されたデジタルカメラのＩＰアドレス又は該ＩＰアドレス
を有するデジタルカメラの一覧が表示される端末用表示手段と、
　前記一覧に示されたＩＰアドレス又はデジタルカメラを選択するための端末用選択手段
とを有し、
　前記端末制御手段は、前記端末用選択手段により選択されたＩＰアドレスを有するデジ
タルカメラ、又は前記端末用選択手段により選択されたデジタルカメラに宛てて、前記画
像データ送信要求データを送信することを特徴とする請求項７に記載の画像データ送受信
システム。
【請求項９】
　前記端末制御手段は、所定時間以内に返信された応答データにより前記ローカルエリア
ネットワークに接続されているデジタルカメラが１つであると判断した場合に、そのデジ
タルカメラに宛てて前記画像データ送信要求データを自動送信することを特徴とする請求
項７に記載の画像データ送受信システム。
【請求項１０】
　前記端末装置は、
　前記画像データ送信要求データの送信を前記端末制御手段に指示する端末用送信指示手
段と、
　前記画像データ送信要求データが送信された際に送信先を記憶する送信先記憶手段とを
備え、
　前記端末制御手段は、前記送信先記憶手段に送信先が記憶されているときに前記端末用
送信指示手段から送信指示を受けると、前記送信先記憶手段に記憶されている送信先に宛
てて前記画像データ送信要求データを送信することを特徴とする請求項７に記載の画像デ
ータ送受信システム。
【請求項１１】
　前記画像データ送信要求データの送信を前記端末制御手段に指示する端末用送信指示手
段を備え、
　前記端末制御手段は、前記ＩＰアドレスの抽出処理を繰り返し実行して前記一覧を逐次
作成し、前記端末用送信指示手段から送信指示を受けたときにその時点で作成されている
最新の一覧を前記端末用表示手段に表示させることを特徴とする請求項８に記載の画像デ
ータ送受信システム。
【請求項１２】
　画像データを記憶する画像データ記憶手段と、
　ローカルエリアネットワークに接続されてデータ通信を行う通信手段と、
　前記通信手段によって前記ローカルエリアネットワークを介してブロードキャストによ
り自己のＩＰアドレスを含む通知データを送信するカメラ制御手段と
　を有するデジタルカメラと、
　前記ローカルエリアネットワークに接続されてデータ通信を行う端末通信手段と、
　該端末通信手段により前記ローカルエリアネットワークを介して前記通知データを受信
し、該通知データより前記デジタルカメラのＩＰアドレスを抽出し、ＩＰアドレス又は該
ＩＰアドレスを有するデジタルカメラの一覧を作成し、該一覧のいずれかのデジタルカメ
ラのＩＰアドレスに宛てに画像データ送信要求データを送信して該画像データ送信要求デ
ータに応じて返信された画像データを前記デジタルカメラより取得する端末制御手段と
　を有する端末装置と
を備えたことを特徴とする画像データ送受信システム。
【請求項１３】
　前記カメラ制御手段は、電源がオフされる前または前記通信手段によるデータ通信が切
断される前に前記ローカルエリアネットワークを介して通信終了データを送信し、
　前記端末制御手段は、前記端末通信手段を介して前記通信終了データを受信した場合に
、前記一覧から通信終了データを受信したデジタルカメラを削除する
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　ことを特徴とする請求項１２に記載の画像データ送受信システム。
【請求項１４】
　前記端末装置は、
　前記端末制御手段により抽出された前記デジタルカメラのＩＰアドレス又は該ＩＰアド
レスを有するデジタルカメラの一覧が表示される端末用表示手段と、
　前記一覧に示されたＩＰアドレス又はデジタルカメラを選択するための端末用選択手段
とを有し、
　前記端末制御手段は、前記端末用選択手段により選択されたＩＰアドレスを有するデジ
タルカメラ、又は前記端末用選択手段により選択されたデジタルカメラに宛てて、前記画
像データ送信要求データを送信することを特徴とする請求項１２または請求項１３に記載
の画像データ送受信システム。
【請求項１５】
　前記端末制御手段は、前記一覧に前記デジタルカメラのＩＰアドレス又は該ＩＰアドレ
スを有するデジタルカメラが１つしかないと判断した場合に、そのデジタルカメラに宛て
て前記画像データ送信要求データを自動送信することを特徴とする請求項１２乃至請求項
１４のいずれか１項に記載の画像データ送受信システム。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、ローカルエリアネットワーク（ＬＡＮ）に接続された機器に対して画像データ
を送信することが可能なデジタルカメラ及びそのデジタルカメラの画像データ送信方法並
びに画像データ送受信システムに関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来、デジタルカメラにより撮像された画像データをＬＡＮに接続されたコンピュータ等
の端末装置（機器、情報端末）に移したい場合には、ユーザーは画像データをある端末装
置（送信先の端末装置とは異なる端末装置）のハードディスク等に一旦取り込んでから、
送信先の端末装置を特定して送信処理を行うことが多かった。
【０００３】
また、デジタルカメラ等のパーベイシブ・コンピューティング・デバイスから直接データ
送信を行う方法として、例えば特許文献１に記載されているような通信方法が知られてい
る。
【０００４】
【特許文献１】
特開２０００－３３９２４８号公報
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
ところで、上記のように画像データを送信先の端末装置とは異なる端末装置に一旦取り込
んだ後、送信先の端末装置を特定して送信を行う方法では、画像データを送信先とは関係
のない端末装置にわざわざ取り込まなければならないとともに、ユーザー自身が送信先特
定のためにＩＰアドレスやホスト名を入力しなければならず、送信に手間と時間がかかり
煩わしさがあるという問題があった。
【０００６】
また、特開２０００－３３９２４８号公報に記載の通信方法では、デジタルカメラの画像
データ送信について明確な記載がなく、他のパーベイシブ・コンピューティング・デバイ
スに選択的にデータ送信する際にどのように送信先を特定するかについても明記がないた
め、上記問題が解消されるとは必ずしも言えなかった。
【０００７】
本発明は、上記の問題点に鑑みてなされたものであって、ＬＡＮに接続された機器に画像
データを送信する際に送信先とは無関係な機器を介在させる必要性を廃し、かつ、ユーザ
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ーによる送信先の特定作業を省力化することのできるデジタルカメラ、そのようなデジタ
ルカメラの画像データ送信方法、及び画像データ送受信システムを提供することを課題と
している。
【０００８】
【課題を解決するための手段】
　上記課題を解決するために、請求項１に係る発明は、画像データを記憶する画像データ
記憶手段と、ローカルエリアネットワークに接続されてデータ通信を行う通信手段と、前
記画像データ記憶手段及び前記通信手段を制御する制御手段とを備え、該制御手段が、前
記通信手段により前記ローカルエリアネットワークに対してブロードキャストによる問合
せデータを送信するとともに、前記ローカルエリアネットワークに接続されている機器か
ら前記問合せデータに対する応答データを受信したときに該応答データを送信した機器の
ＩＰアドレスを抽出し、抽出されたＩＰアドレスを有する機器に宛てて前記画像データ記
憶手段に記憶されている画像データを送信するデジタルカメラを特徴とする。
【０００９】
請求項２に係る発明は、請求項１に記載のデジタルカメラにおいて、前記制御手段により
抽出されたＩＰアドレス又は該ＩＰアドレスを有する機器の一覧が表示される表示手段と
、前記一覧に示されたＩＰアドレス又は機器を選択するための選択手段とを備え、前記制
御手段が、前記選択手段により選択されたＩＰアドレスを有する機器又は前記選択手段に
より選択された機器に宛てて、前記画像データ記憶手段に記憶されている画像データを送
信することを特徴とする。
【００１０】
請求項３に係る発明は、請求項１に記載のデジタルカメラにおいて、前記制御手段が、前
記問合せデータの送信から所定時間内に抽出されたＩＰアドレスが１つであった場合に、
そのＩＰアドレスを有する機器に宛てて前記画像データ記憶手段に記憶されている画像デ
ータを自動送信することを特徴とする。
【００１１】
請求項４に係る発明は、請求項１に記載のデジタルカメラにおいて、前記画像データ記憶
手段に記憶されている画像データの送信を前記制御手段に指示する送信指示手段と、前記
画像データ記憶手段に記憶されている画像データが送信された際に送信先を記憶する宛先
記憶手段とを備え、前記制御手段が、前記宛先記憶手段に送信先が記憶されているときに
前記送信指示手段から送信指示を受けると、前記宛先記憶手段に記憶されている送信先に
宛てて前記画像データ記憶手段に記憶されている画像データを送信することを特徴とする
。
【００１２】
請求項５に係る発明は、請求項２に記載のデジタルカメラにおいて、前記画像データ記憶
手段に記憶されている画像データの送信を前記制御手段に指示する送信指示手段を備え、
前記制御手段が、前記ＩＰアドレスの抽出処理を繰り返し実行して前記一覧を逐次作成し
、前記送信指示手段から送信指示を受けたときにその時点で作成されている最新の一覧を
前記表示手段に表示させることを特徴とする。
【００１３】
　請求項６に係る発明は、画像データを記憶する画像データ記憶手段と、ローカルエリア
ネットワークに接続されてデータ通信を行う通信手段と、前記画像データ記憶手段及び前
記通信手段を制御する制御手段とを備えるデジタルカメラが、前記ローカルエリアネット
ワークを通じて前記画像データ記憶手段に記憶されている画像データを送信するデジタル
カメラの画像データ送信方法であって、前記制御手段が、前記通信手段により前記ローカ
ルエリアネットワークに対してブロードキャストによる問合せデータを送信する問合せス
テップと、前記制御手段が、前記ローカルエリアネットワークに接続されている機器から
前記問合せデータに対する応答データを受信したときに、該応答データを送信した機器の
ＩＰアドレスを抽出する応答ステップと、前記制御手段が、抽出されたＩＰアドレスを有
する機器に宛てて前記画像データ記憶手段に記憶されている画像データを送信する送信ス
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テップとを含むことを特徴とする。
【００１４】
請求項７に記載の発明は、画像データを記憶する画像データ記憶手段と、ローカルエリア
ネットワークに接続されてデータ通信を行う通信手段と、前記通信手段によって前記ロー
カルエリアネットワークを介して受信した問合せデータから送信元のＩＰアドレスを抽出
し、抽出された送信元のＩＰアドレス宛に自分のＩＰアドレスを含む応答データを送信し
、該応答データに対して返信された前記送信元からの画像データ送信要求データを受信し
たときに前記画像データ送信要求データに応じて前記画像データ記憶手段に記憶される画
像データを前記送信元へ送信するカメラ制御手段とを有するデジタルカメラと、前記ロー
カルエリアネットワークに接続されてデータ通信を行う端末通信手段と、該端末通信手段
により前記ローカルエリアネットワークに対してブロードキャストによる前記問い合わせ
データを送信し、該問い合わせデータに対する前記返答データを受信したときに該応答デ
ータより前記デジタルカメラのＩＰアドレスを抽出し、抽出されたＩＰアドレス宛てに画
像データ送信要求データを送信して該画像データ送信要求データに応じて返信された画像
データを前記デジタルカメラより取得する端末制御手段とを有する端末装置とを備えた画
像データ送受信システムであることを特徴とする。
【００１５】
請求項８に係る発明は、請求項７に記載の画像データ送受信システムにおいて、前記端末
装置が、前記端末制御手段により抽出されたデジタルカメラのＩＰアドレス又は該ＩＰア
ドレスを有するデジタルカメラの一覧が表示される端末用表示手段と、前記一覧に示され
たＩＰアドレス又はデジタルカメラを選択するための端末用選択手段とを有し、前記端末
制御手段は、前記端末用選択手段により選択されたＩＰアドレスを有するデジタルカメラ
又は前記端末用選択手段により選択されたデジタルカメラに宛てて、前記画像データ送信
要求データを送信することを特徴とする。
【００１６】
請求項９に係る発明は、請求項７に記載の画像データ送受信システムにおいて、前記端末
制御手段が、所定時間以内に返信された応答データにより前記ローカルエリアワークに接
続されているデジタルカメラが１つであると判断した場合に、そのデジタルカメラに宛て
て前記画像データ送信要求データを自動送信することを特徴とする。
【００１７】
請求項１０に係る発明は、請求項７に記載の画像データ送受信システムにおいて、前記端
末装置が、前記画像データ送信要求データの送信を前記端末御手段に指示する端末用送信
指示手段と、前記画像データ送信要求データが送信された際に送信先を記憶する送信先記
憶手段とを備え、前記端末制御手段が、前記送信先記憶手段に送信先が記憶されていると
きに前記端末用送信指示手段から送信指示を受けると、前記送信先記憶手段に記憶されて
いる送信先に宛てて前記画像データ送信要求データを送信することを特徴とする。
【００１８】
　請求項１１に係る発明は、請求項８に記載の画像データ送受信システムにおいて、前記
画像データ送信要求データの送信を前記端末制御手段に指示する端末用送信指示手段を備
え、前記端末制御手段は、前記ＩＰアドレスの抽出処理を繰り返し実行して前記一覧を逐
次作成し、前記端末用送信指示手段から送信指示を受けたときにその時点で作成されてい
る最新の一覧を前記端末用表示手段に表示させることを特徴とする。
【００１９】
　請求項１２に係る発明は、画像データを記憶する画像データ記憶手段と、ローカルエリ
アネットワークに接続されてデータ通信を行う通信手段と、前記通信手段によって前記ロ
ーカルエリアネットワークを介してブロードキャストにより自己のＩＰアドレスを含む通
知データを送信するカメラ制御手段とを有するデジタルカメラと、前記ローカルエリアネ
ットワークに接続されてデータ通信を行う端末通信手段と、該端末通信手段により前記ロ
ーカルエリアネットワークを介して前記通知データを受信し、該通知データより前記デジ
タルカメラのＩＰアドレスを抽出し、ＩＰアドレス又は該ＩＰアドレスを有するデジタル
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カメラの一覧を作成し、該一覧のいずれかのデジタルカメラのＩＰアドレスに宛てに画像
データ送信要求データを送信して該画像データ送信要求データに応じて返信された画像デ
ータを前記デジタルカメラより取得する端末制御手段とを有する端末装置とを備えた画像
データ送受信システムであることを特徴とする。
【００２０】
　請求項１３に係る発明は、請求項１２に記載の画像データ送受信システムにおいて、前
記カメラ制御手段は、電源がオフされる前または前記通信手段によるデータ通信が切断さ
れる前に前記ローカルエリアネットワークを介して通信終了データを送信し、前記端末制
御手段は、前記端末通信手段を介して前記通信終了データを受信した場合に、前記一覧か
ら通信終了データを受信したデジタルカメラを削除することを特徴とする。
【００２１】
請求項１４に係る発明は、請求項１２または請求項１３に記載の画像データ送受信システ
ムにおいて、前記端末装置が、前記端末制御手段により抽出された前記デジタルカメラの
ＩＰアドレス又は該ＩＰアドレスを有するデジタルカメラの一覧が表示される端末用表示
手段と、前記一覧に示されたＩＰアドレス又はデジタルカメラを選択するための端末用選
択手段とを有し、前記端末制御手段が、前記端末用選択手段により選択されたＩＰアドレ
スを有するデジタルカメラ、又は前記端末用選択手段により選択されたデジタルカメラに
宛てて、前記画像データ送信要求データを送信することを特徴とする。
【００２２】
請求項１５に係る発明は、請求項１２乃至請求項１４のいずれか１項に記載の画像データ
送受信システムにおいて、前記端末制御手段が、前記一覧に前記デジタルカメラのＩＰア
ドレス又は該ＩＰアドレスを有するデジタルカメラが１つしかないと判断した場合に、そ
のデジタルカメラに宛てて前記画像データ送信要求データを自動送信することを特徴とす
る。
【００２３】
　請求項１、請求項７、請求項１２に記載の発明によれば、制御手段または端末制御手段
が通信手段または端末通信手段によりローカルエリアネットワークに対してブロードキャ
ストによる問合せデータを送信するとともに、ローカルエリアネットワークに接続されて
いる機器から問合せデータに対する応答データを受信したときに応答データを送信した機
器のＩＰアドレスを抽出するので、制御手段または端末制御手段により送信先となり得る
機器のＩＰアドレスが自動的に取得され、ユーザーによる送信先の特定作業が省力化され
る。また、制御手段がその抽出されたＩＰアドレスを有する機器に宛てて画像データを直
接送信し、カメラ制御手段が端末装置に直接画像データを送信するので、画像データの送
信時に送信先とは無関係な機器を介在させる必要性が廃される。
【００２４】
特に請求項２乃至請求項４、請求項８乃至請求項１０、請求項１３乃至請求項１５のいず
れかに係る発明によれば、ユーザーが送信先を一覧で選択するか又は自動送信が実行され
るので、上記特定作業が一層省力化される。
【００２５】
さらに、請求項５、請求項１１に係る発明によれば、制御手段または端末制御手段により
予め一覧が作成されているので、送信作業の迅速化が図られる。
【００２６】
【発明の実施の形態】
以下、本発明に係るデジタルカメラ及び画像データ送受信システム及びデジタルカメラに
ついて、図面を用いて説明する。
【００２７】
図１は、本発明に係るデジタルカメラを示すブロック図である。デジタルカメラ１は、Ｃ
ＰＵ１０１を備える制御部１０と、撮像を行うための撮像部１１と、画像データを記憶す
るための外部記憶装置１２と、撮像部１１により撮像しようとする画像若しくは撮像され
た画像（撮像画像）又は各種情報等を表示するための表示部１３と、ユーザーが各種設定
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や入力等を行うための操作部１４と、ネットワーク（ＬＡＮ）に接続された他の機器との
通信を行うための通信装置１５とを備えている。
【００２８】
制御部１０においては、ＣＰＵ１０１がＲＯＭ１０２、ＲＡＭ１０３及びＩ／Ｏポート１
０４とバスライン１０５により結合されている。ＲＯＭ１０２及びＲＡＭ１０３は制御用
プログラム処理に必要とされるデータ等を記憶しており、ＣＰＵ１０１はその制御用プロ
グラムに基づいてデジタルカメラ１の各種処理を実行する。
【００２９】
撮像部１１は、フォトダイオード及びＣＣＤからなるＣＣＤセンサーと、Ａ／Ｄ変換器と
を備えており、この撮像部１１の撮像により得られた画像データ（デジタルデータ）は外
部記憶装置１２に記憶される。外部記憶装置１２としては、例えばフラッシュメモリ等の
外部メモリに対して読み書きを行うドライブが用いられる。
【００３０】
表示部１３は図示を略すカメラ本体の背面等に設けられ、ここでは表示部１３として液晶
モニタが用いられている。操作部１４もそのカメラ本体に操作卓等として設けられるが、
例えば表示部１３にタッチパネル式の液晶画面を用いる場合には、この液晶画面を操作部
１４としてもよい。また、通信装置１５はデジタルカメラ１を次述のネットワークに接続
するもので、例えば１００ＢＡＳＥ－Ｔケーブル用のジャックを備えている。
【００３１】
図２は、本発明に係る画像データ送受信システムを示しており、デジタルカメラ１はネッ
トワーク（ローカルエリアネットワーク：ＬＡＮ）に接続されている。このネットワーク
２０には、デジタルカメラ１が必要に応じて接続される他、コンピュータ、ＰＤＡ等の端
末装置２（２1～２n）が接続されている。なお、端末装置２にはサーバ機能を有するもの
が含まれていてもかまわない。
【００３２】
図７は、端末装置２の構成を示したブロック図であり、図１に示すデジタルカメラの構成
と同様に、ＣＰＵ３０１を備える制御部３０と、画像データ等の各種データを記憶するた
めの記憶部３１と、記憶部３１に記憶された画像データ等を表示するための表示部３２と
、ユーザーが各種設定操作や入力操作等を行うための操作部３３と、ネットワーク（ＬＡ
Ｎ）２０に接続された他の機器との通信を行うための通信装置３４とを備えている。
【００３３】
制御部３０においては、ＣＰＵ３０１がＲＯＭ３０２、ＲＡＭ３０３及びＩ／Ｏポート３
０４とバスライン３０５により結合されている。ＲＯＭ３０２及びＲＡＭ３０３は制御用
プログラム処理に必要とされるデータ等を記憶しており、ＣＰＵ３０１はその制御用プロ
グラムに基づいて端末装置２において各種処理の実行を行う。
【００３４】
操作部３３は、端末装置２がコンピュータである場合には、マウス、キーボード等が該当
し、端末装置２がＰＤＡである場合には、ＰＤＡ本体に設けられる操作ボタン等が該当す
る。表示部３２は、端末装置２がコンピュータである場合には、液晶ディスプレイやＣＲ
Ｔディスプレイ等がこれに該当し、端末装置２がＰＤＡである場合には、ＰＤＡ本体に設
置される液晶モニタ等が該当する。なお、操作部３３はタッチパネル等であっても良い。
通信装置３４は、端末装置２をネットワーク（ＬＡＮ）２０に接続させるために、例えば
１００ＢＡＳＥ－Ｔケーブル用のジャックを備えている。
【００３５】
以下、デジタルカメラ１で撮像されて外部記憶装置１２に記憶された画像データまたは、
端末装置２１に記憶された画像データを、ネットワーク２０に接続された端末装置２2～
２nに転送する方法を、（１）デジタルカメラ１が画像データの転送を受け入れる端末装
置２を探して画像データを転送する画像データ送受信システムと、（２）端末装置２１が
デジタルカメラ１または他の端末装置２2～２nを探して画像データの転送要求を行い、画
像データを転送させる画像データ送受信システムと、（３）デジタルカメラ１が画像デー
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タを、ネットワーク２０を介して転送することが可能である旨を他の端末装置２2～２nに
対して通知し、デジタルカメラ１からの通知を受信した端末装置２１が、このデジタルカ
メラ１から画像データを受信する画像データ送受信システムとの３つシステムを用いて説
明する。
【００３６】
（１）　デジタルカメラ１が端末装置２を探して画像データを転送する画像データ送受信
システムによる転送。
【００３７】
以下、図３～図６に示したフローチャートを用いてデジタルカメラ１が端末装置２を探し
て画像データを転送する方法を説明する。図３に示すように、ユーザーがネットワーク２
０に接続された端末装置２に対して画像データを送信するためにデジタルカメラ１の操作
部１４を操作し、制御部１０に操作部１４から画像送信要求信号が伝達されると（ステッ
プＳ１）、制御部１０は、ネットワーク（ＬＡＮ）２０に接続されてデータの送受信が可
能な端末装置２を検出するために、問い合わせデータ（問い合わせ用パケット）をブロー
ドキャストにより送信する（ステップＳ２）。具体的に制御部１０は、問い合わせデータ
をＴＣＰ／ＩＰパケット形式にし、通信装置１５を介してブロードキャストによりネット
ワーク２０に接続された端末装置２1～２nに送信する。その後、制御部１０は、問い合わ
せデータを送信してからの時間を計り、一定時間が経過するまでの間、問い合わせデータ
に対する応答信号である応答データが端末装置２1～２nにより返信されるのを待ち受ける
（ステップＳ３）。
【００３８】
ネットワーク２０に接続された端末装置２1～２nは、ブロードキャストによって送信され
たデータを常に受信し、ブロードキャストによりデータを送信した端末に対して自己のＩ
Ｐアドレスを通知するプログラムが実行されている。問い合わせデータを受信した端末装
置２は、このプログラムの処理によって、自己のＩＰアドレス等のデータからなる応答デ
ータをＴＣＰ／ＩＰパケットとしてデジタルカメラ１に送信する。
【００３９】
制御部１０が応答データの受信待ちの状態となってから一定時間経過する前に通信装置１
５を介して応答データを受信した場合（応答があった場合）には（ステップＳ３のＹＥＳ
の場合）、その応答データを受信した端末装置２を応答のあった端末装置の一覧（端末装
置一覧）に加えてその端末装置２のIPアドレス等の情報をＲＡＭ１０３に記憶する（ステ
ップＳ８）。その後、制御部１０は、他の端末装置２からの応答データの待ち受けを再度
行う（ステップＳ３）。
【００４０】
端末装置２により応答データを受信していない場合には（ステップＳ３のＮＯの場合）、
制御部１０は問い合わせデータを送信した時から一定時間経過しているか（応答待ちタイ
ムアウト）否かの判断を行う（ステップＳ４）。制御部１０は、一定時間経過していない
場合（ステップＳ４のＮＯの場合）には、再度応答データの待ち受けを行い（ステップＳ
３）、一定時間経過している場合には、ＲＡＭ１０３に記憶された端末装置の一覧（端末
装置一覧）を表示部１３に表示させる（ステップＳ５）。
【００４１】
制御部１０は、表示部１３に表示され端末装置の一覧のうちいずれか１つの端末装置２が
操作部１４に選択されたか否かを判断し（ステップＳ６）、選択された場合には、撮像部
１１により撮像された画像データを外部記憶装置１２より読み出して、選択された端末装
置２のＩＰアドレス宛に送信する（ステップＳ７）。なお、操作部１４による決定は、操
作部１４により選択カーソルを移動させて端末装置２を選択する方法のほか、表示部１３
がタッチパネル式の表示部の場合には、直接画面をタッチすることによって選択すること
ができる。
【００４２】
このような処理を行うことによって、本発明に係るデジタルカメラ１は、ネットワーク２
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０に接続された端末装置２の各々のＩＰアドレスやホスト名を操作部１４から直接入力す
る必要することなく、表示部１３に表示された端末の一覧から特定の端末装置を選択する
ことによって簡易かつ迅速に画像データをネットワーク２０に接続された他の端末装置に
送信することが可能となる。
【００４３】
また、図４に示したフローチャートのように、図３に示した処理において、制御部１０が
応答データの待ち受けを一定時間行い、応答待ち時間がタイムアウトとなった場合に（ス
テップＳ４のＹＥＳの場合）、制御部１０がＲＡＭ１０３に記憶された端末装置の一覧（
端末装置一覧）を確認し（ステップＳ４Ａ）、一覧に１台の端末装置２しか記憶されてい
ない場合（ステップＳ４ＡのＹＥＳの場合）には、端末装置の一覧（端末装置一覧）を表
示部１３に表示させる処理（ステップＳ５）及び、表示部１３に表示され端末装置の一覧
のうちいずれか１つの端末装置２が操作部１４に選択されたか否かを判断する処理（ステ
ップＳ６）を行うことなく、端末装置の一覧に記憶された端末装置のＩＰアドレス宛に自
動的に画像データを送信するようにしてもよい（ステップＳ７）。端末装置２が１つだけ
の場合は、操作部１４による端末装置２の選択を行うまでもなく端末装置２が特定される
ので、端末装置の一覧（端末装置一覧）を表示部１３に表示する処理（ステップＳ５）及
び端末装置２の選択処理（ステップＳ６）を必ずしも行う必要がないためである。この２
つの処理（ステップＳ５、Ｓ６）を省略することによって、画像データの送信処理を迅速
に行うことが可能となるとともに、操作部１４による処理の簡素化を図ることができ、操
作の煩わしさを軽減させることが可能となる。
【００４４】
また、デジタルカメラ１からいずれかの端末装置２宛に画像データを既に送信しており、
前回画像データを送信した端末装置２のIPアドレス等をＲＡＭ１０３に記憶している場合
には、再度ブロードキャストにより問い合わせデータを送信することによって画像データ
を受信可能な端末装置２の確認することなく、画像データを受信することが可能な端末装
置２を特定することができる。さらに、前回画像データを送信した端末装置２は、画像デ
ータを送信する端末装置２として操作部１４により再度選択される可能性が高い。このこ
とから、端末装置の一覧（端末装置一覧）を表示部１３に表示する処理（ステップＳ５）
及び端末装置２の選択処理（ステップＳ６）を省略して、前回画像データを送信した端末
装置２宛に自動的に画像データを送信するように処理を行っても良い。
【００４５】
図５は、上述の処理を示したフローチャートである。制御部１０は、操作部１４の操作に
より画像送信要求信号を受信すると（ステップＳ１）、既に画像データを送信した端末装
置２をＲＡＭ１０３に記憶していないかを検索する（ステップＳ１Ａ）。
【００４６】
まだ画像データの送信処理を行っていない場合、または、前回画像データを送信した端末
装置２をＲＡＭ１０３に記憶していない場合には（ステップＳ１ＡのＮＯの場合）、問い
合わせデータ（問い合わせパケット）をブロードキャストによりネットワーク２０へ送信
することによって（ステップＳ２）応答待ちがタイムアウトになるまで応答データの受信
を行い（ステップＳ３、Ｓ４）、画像データを受信することが可能な端末装置２の一覧を
ＲＡＭ１０３に記憶する処理（ステップＳ８）を行う。応答待ちタイムアウト後（ステッ
プＳ４のＹＥＳの場合）に、制御部１０は、画像データを受信することが可能な端末装置
２の一覧を表示部１３に表示させて（ステップＳ５）、操作部１４により選択された端末
装置２宛に画像データを送信するとともに、画像データを送信した端末装置２に関する情
報をＲＡＭ１０３に記憶する（ステップＳ７）。
【００４７】
前記画像データを送信した端末装置２をＲＡＭ１０３に記憶している場合には（ステップ
Ｓ１ＡのＹＥＳの場合）、ＲＡＭ１０３に記憶された端末装置２に対して問い合わせデー
タを送信する。制御部１０が端末装置２に対して問い合わせデータを送信する場合には、
送信先となる端末装置２のＩＰアドレスを特定することが可能であるため、ブロードキャ
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ストではなく直接ＩＰアドレスを指定して問い合わせデータを送信する。
【００４８】
送信先の端末装置２から応答データの返信がある場合には（ステップＳ９のＹＥＳの場合
）、端末装置２がネットワーク２０を介して画像データを受信することが可能である（動
作中である）と判断できるので、その端末装置２に画像データを送信し、送信した端末装
置の情報（ＩＰアドレス等）を、前回画像データを送信した端末装置の情報としてＲＡＭ
１０３に記憶させる（ステップＳ７Ａ）。
【００４９】
送信先の端末装置２から応答データの返信がない場合には（ステップＳ９のＮＯの場合）
、過去に画像データを送信した端末装置２が画像データを受信することが可能な状態には
ない（動作中ではない）と判断できるので、ブロードキャストによる問い合わせデータの
送信処理を行い（ステップＳ２）、その後の処理（ステップＳ３以降の処理）を実行する
。
【００５０】
このように、前回画像データを送信した端末装置が現在も画像データを受信することが可
能であるかの判断を行い、受信可能である場合には端末装置の一覧（端末装置一覧）を表
示部１３に表示する処理（ステップＳ５）及び端末装置２の選択処理（ステップＳ６）を
省略して、前回画像データを送信した端末装置２宛に自動的に画像データを送信すること
により、画像データの送信処理を迅速に行うことが可能となるとともに、操作部１４によ
る処理の簡素化を図ることができ、操作の煩わしさを軽減させることが可能となる。
【００５１】
さらに、図６に示すように、制御部１０が、操作部１４の操作により画像送信要求信号を
受信してから問い合わせデータ（問い合わせパケット）をブロードキャストにより送信す
るのではなく、画像送信要求信号を受信する前から予め問い合わせデータをブロードキャ
ストによりネットワーク２０に送信しておき（ステップＳ２）、応答待ちがタイムアウト
になるまで応答データの受信を行って（ステップＳ３、Ｓ４）、画像データを受信するこ
とが可能な端末装置２の一覧をＲＡＭ１０３に記憶しておいてもよい（ステップＳ８）。
【００５２】
画像送信要求信号を受信する前に一覧をＲＡＭ１０３記憶させておくことによって、操作
部１４の操作により制御部１０が画像送信要求信号を受信したときに（ステップＳ１のＹ
ＥＳの場合）、即座にＲＡＭ１０３に記憶された一覧を表示部１３に表示させることがで
きるので（ステップＳ５）、ブロードキャストによる問い合わせデータの送信処理等の時
間を短縮でき、表示部１３に表示された端末装置の一覧から素早く端末装置２を選択して
（ステップＳ６）迅速に画像データを送信することが可能となる（ステップＳ７）。
【００５３】
（２）端末装置２１がネットワーク２０に接続されたデジタルカメラ１または他の端末装
置２2～２nを探して画像データの転送要求を行う画像データ送受信システムによる転送。
【００５４】
次に、端末装置２１がデジタルカメラ１または他の端末装置２2～２nを探して画像データ
の送信要求を行う場合について図８～図１１に示すフローチャートを用いて説明する。図
８に示すように、ユーザーがネットワーク２０に接続されたデジタルカメラ１または端末
装置２2～２nに対して画像データの送信するために端末装置２１の操作部３３を操作し、
制御部３０に操作部３３から画像送信要求信号が伝達されると（ステップＳ１１）、制御
部３０は、ネットワーク（ＬＡＮ）２０に接続されてデータの送受信が可能なデジタルカ
メラ１及び端末装置２2～２nを検出するために、問い合わせデータ（問い合わせ用パケッ
ト）をブロードキャストにより送信する（ステップＳ１２）。具体的に制御部３０は、問
い合わせデータをＴＣＰ／ＩＰパケット形式にし、通信装置３４を介してブロードキャス
トによりネットワーク２０に接続された端末装置２2～２n及びデジタルカメラ１に送信す
る。その後、制御部３０は、問い合わせデータを送信してからの時間を計り、一定時間が
経過するまでの間、問い合わせデータに対する応答信号である応答データが端末装置２2
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～２n及びデジタルカメラ１により返信されるのを待ち受ける（ステップＳ１３）。
【００５５】
ネットワーク２０に接続された端末装置２2～２nとデジタルカメラ１とは、上述したよう
にブロードキャストによって送信されたデータを常に受信し、ブロードキャストによりデ
ータを送信した装置に対して自己のＩＰアドレスを通知するプログラムが実行されている
。問い合わせデータを受信した端末装置２2～２n及びデジタルカメラ１は、このプログラ
ムの処理によって、自己のＩＰアドレス等のデータからなる応答データをＴＣＰ／ＩＰパ
ケットとして端末装置２１に送信する。
【００５６】
制御部３０が応答データの受信待ちの状態となってから一定時間経過する前に通信装置３
４を介して応答データを受信した場合（応答があった場合）には（ステップＳ１３のＹＥ
Ｓの場合）、その応答データを受信した端末装置２2～２n及びデジタルカメラ１を応答の
あった装置の一覧（応答装置一覧）に加えてそのIPアドレス等の情報をＲＡＭ３０３に記
憶する（ステップＳ１８）。その後、制御部３０は、他の端末装置２2～２n及びデジタル
カメラ１からの応答データの待ち受けを再度行う（ステップＳ１３）。
【００５７】
端末装置２2～２n及びデジタルカメラ１により応答データを受信していない場合には（ス
テップＳ１３のＮＯの場合）、制御部３０は問い合わせデータを送信した時から一定時間
経過しているか（応答待ちタイムアウト）否かの判断を行う（ステップＳ１４）。制御部
３０は、一定時間経過していない場合（ステップＳ１４のＮＯの場合）には、再度応答デ
ータの待ち受けを行い（ステップＳ１３）、一定時間経過している場合には、ＲＡＭ３０
３に記憶された装置の一覧（応答装置一覧）を表示部３２に表示させる（ステップＳ１５
）。
【００５８】
制御部３０は、表示部３２に表示された装置の一覧のうちいずれか１つの装置が操作部３
３に選択されたか否かを判断し（ステップＳ１６）、選択された場合には、選択された装
置のＩＰアドレス宛に画像データ送信要求データを送信して、この画像データ送信要求デ
ータに対応して返信された画像データを受信する（ステップＳ１７）。なお、操作部３３
による決定は、操作部３３により選択カーソルを移動させて選択する方法や、表示部３２
がタッチパネル式の表示部の場合には、直接画面をタッチすることによって選択する方法
を用いることができる。
【００５９】
このような処理を行うことによって、本発明に係る画像データ送受信システムでは、ネッ
トワーク２０に接続されたデジタルカメラ１及び端末装置２2～２nの各々のＩＰアドレス
やホスト名を操作部３３から直接入力することなく、表示部３２に表示された装置の一覧
から特定の装置を選択することによって簡易かつ迅速に画像データをネットワーク２０に
接続された他の端末装置２2～２n及びデジタルカメラ１から受信することが可能となる。
【００６０】
また、図９に示したフローチャートのように、図８に示した処理において、制御部３０が
応答データの待ち受けを一定時間行い、応答待ち時間がタイムアウトとなった場合に（ス
テップＳ１４のＹＥＳの場合）、制御部３０がＲＡＭ３０３に記憶された装置の一覧（応
答装置一覧）を確認し（ステップＳ１４Ａ）、一覧に１台のデジタルカメラ１又は端末装
置２2～２nしか記憶されていない場合（ステップＳ１４ＡのＹＥＳの場合）には、装置の
一覧（応答装置一覧）を表示部３２に表示させる処理（ステップＳ１５）及び、表示部３
２に表示され装置の一覧のうちいずれか１つの装置が操作部３３に選択されたか否かを判
断する処理（ステップＳ１６）を行うことなく、応答装置の一覧に記憶された装置のＩＰ
アドレス宛に自動的に画像データ送信要求データを送信することにより画像データを受信
するようにしてもよい（ステップＳ１７）。応答のあった装置が１つだけの場合は、操作
部３３により装置の選択を行うまでもなく画像データ送信要求データの送信先が特定され
るので、応答装置の一覧（応答装置一覧）を表示部３２に表示する処理（ステップＳ１５
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）及び装置の選択処理（ステップＳ１６）を必ずしも行う必要がないためである。この２
つの処理（ステップＳ１５、Ｓ１６）を省略することによって、画像データの受信処理を
迅速に行うことが可能となるとともに、操作部３３による処理の簡素化を図ることができ
、操作の煩わしさを軽減させることが可能となる。
【００６１】
また、端末装置２１がデジタルカメラ１又は端末装置２2～２nのいずれかより画像データ
を既に受信しており、前回画像データを受信したデジタルカメラ又は端末装置のIPアドレ
ス等をＲＡＭ３０３に記憶している場合には、再度ブロードキャストにより問い合わせデ
ータを送信することによって、画像データを送信可能なデジタルカメラ１または端末装置
２2～２nの確認を行わなくても画像データを受信することが可能なデジタルカメラ１また
は端末装置２2～２nを特定することができる。さらに、前回画像データを受信した端末装
置２2～２nまたはデジタルカメラ１は、画像データを受信する装置として操作部３３によ
り再度選択される可能性が高い。このことから、装置の一覧（応答装置一覧）を表示部３
２に表示する処理（ステップＳ１５）及び装置の選択処理（ステップＳ１６）を省略して
、前回画像データを受信したＩＰアドレス宛に自動的に画像データ送信要求データを送信
するように処理を行っても良い。
【００６２】
図１０は、上述の処理を示したフローチャートである。制御部３０は、操作部３３の操作
により画像送信要求信号を受信すると（ステップＳ１１）、既に画像データを受信した装
置をＲＡＭ３０３に記憶していないかを検索する（ステップＳ１１Ａ）。まだ画像データ
の受信処理を行っていない場合、または、前回画像データを送信した装置をＲＡＭ３０３
に記憶していない場合には（ステップＳ１１ＡのＮＯの場合）、問い合わせデータ（問い
合わせパケット）をブロードキャストによりネットワーク２０へ送信することによって（
ステップＳ１２）応答待ちがタイムアウトになるまで応答データの受信を行い（ステップ
Ｓ１３、Ｓ１４）、画像データを受信することが可能な端末装置２2～２nまたはデジタル
カメラ１の一覧をＲＡＭ３０３に記憶する処理（ステップＳ１８）を行う。応答待ちタイ
ムアウト後（ステップＳ１４のＹＥＳの場合）に、制御部３０は、画像データを受信する
ことが可能な装置の一覧を表示部３２に表示させて（ステップＳ１５）、操作部３３によ
り選択された装置宛に画像データ送信要求データを送信するとともに、画像データ送信要
求データに応じて画像データを返信した装置に関する情報をＲＡＭ３０３に記憶する（ス
テップＳ１７）。
【００６３】
前記画像データを受信した端末装置２2～２nまたはデジタルカメラ１をＲＡＭ３０３に記
憶している場合には（ステップＳ１１ＡのＹＥＳの場合）、制御部３０は、ＲＡＭ３０３
に記憶された装置に対して、問い合わせデータを送信する。制御部３０が装置に対して問
い合わせデータを送信する場合には、送信先となる装置のＩＰアドレスを特定することが
可能であるため、ブロードキャストではなく直接ＩＰアドレスを指定して問い合わせデー
タを送信する。
【００６４】
送信先の装置から応答データの返信がある場合には（ステップＳ１９のＹＥＳの場合）、
端末装置２はネットワーク２０を介して画像データ送信要求データを送信することが可能
である（動作中である）と判断し、応答があった装置に画像データ送信要求データを送信
し、送信した装置の情報（ＩＰアドレス等）を、前回画像データ送信要求データを送信し
た装置の情報としてＲＡＭ３０３に記憶させる（ステップＳ１７Ａ）。
【００６５】
送信先の装置から応答データの返信がない場合には（ステップＳ１９のＮＯの場合）、過
去に画像データを受信した装置が画像データ送信要求データを受信することが可能な状態
にはない（動作中でない）と判断できるので、ブロードキャストによる問い合わせデータ
の送信処理を行い（ステップＳ１２）、その後の処理（ステップＳ１３以降の処理）を実
行する。
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【００６６】
このように、前回画像データを送信した装置が現在も画像データを送信することが可能で
あるかの判断を行い、送信可能である場合には装置の一覧（応答装置一覧）を表示部３２
に表示する処理（ステップＳ１５）及び装置の選択処理（ステップＳ１６）を省略して、
前回画像データを受信した装置に宛てて自動的に画像データ送信要求データを送信するこ
とにより、画像データの送受信処理を迅速に行うことが可能となるとともに、操作部３３
による処理の簡素化を図ることができ、操作の煩わしさを軽減させることが可能となる。
【００６７】
さらに、図１１に示すように、制御部３０が、操作部３３の操作により画像送信要求信号
を受信してから問い合わせデータ（問い合わせパケット）をブロードキャストにより送信
するのではなく、画像送信要求信号を受信する前から予め問い合わせデータをブロードキ
ャストによりネットワーク２０に送信しておき（ステップＳ１２）、応答待ちがタイムア
ウトになるまで応答データの受信を行って（ステップＳ１３、Ｓ１４）、画像データを受
信することが可能な装置の一覧をＲＡＭ３０３に記憶しておいてもよい（ステップＳ１８
）。
【００６８】
画像送信要求信号を受信する前に一覧をＲＡＭ３０３記憶させておくことによって、操作
部３３の操作により制御部３０が画像送信要求信号を受信したときに（ステップＳ１１の
ＹＥＳの場合）、即座にＲＡＭ３０３に記憶された一覧を表示部３２に表示させることが
できるので（ステップＳ１５）、ブロードキャストによる問い合わせデータの送信処理等
の時間を短縮でき、表示部３２に表示された端末装置の一覧から素早く端末装置を選択し
て（ステップＳ１６）迅速に画像データを受信することが可能となる（ステップＳ１７）
。
【００６９】
（３）デジタルカメラ１が画像データを、ネットワーク２０を介して転送することが可能
である旨を他の端末装置２2～２nに対して通知し、デジタルカメラ１からの通知を受信し
た端末装置２１が、このデジタルカメラ１から画像データを受信する画像データ送受信シ
ステムの転送。
【００７０】
以下、図１２～図１５に示したフローチャートを用いてデジタルカメラ１が端末装置２に
対して画像データを転送する方法を説明する。ネットワーク２０に接続された端末装置２
に対して画像データを送信するためにデジタルカメラ１がネットワーク２０に接続される
と、または、ネットワーク２０に接続されたデジタルカメラ１の操作部１４をユーザーが
操作することによって制御部１０に操作部１４から画像送信要求信号が伝達されると、制
御部１０は、ネットワーク２０に接続された端末装置２に対して、通知データ（通知用パ
ケット）をブロードキャストにより送信する。具体的に制御部１０は、自己のＩＰアドレ
ス等のデータからなる通知データをＴＣＰ／ＩＰパケット形式にし、通信装置１５を介し
てブロードキャストによりネットワーク２０に接続された端末装置２1～２nまたは他のデ
ジタルカメラに送信する。
【００７１】
ネットワーク２０に接続された端末装置２１の制御部３０は、図１２に示すように、ネッ
トワーク２０を介して通知データが受信されたか否かの判断を常時行っており（ステップ
Ｓ２１）、通知データを受信した場合、制御部３０は、通知データよりデジタルカメラ１
のＩＰアドレスを抽出し、そのIPアドレス等の情報を、通知データを受信したデジタルカ
メラの一覧（デジタルカメラ一覧）としてＲＡＭ３０３に記憶する（ステップＳ２２）。
その後、制御部３０は、他のデジタルカメラからの通知データが受信されたか否かの判断
を繰り返す（ステップＳ２１）。
【００７２】
図１２に示した通知データ待ち受け処理と並行して、制御部３０は、図１３に示すように
、ユーザーにより操作部３３が操作されていないか否かの判断を常時行っている（ステッ
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プＳ３１）。ユーザーにより操作部３３が操作された場合には、制御部３０は、ＲＡＭ３
０３に記憶されているデジタルカメラ一覧を読み出して表示部３２に表示させる（ステッ
プＳ３２）。
【００７３】
その後、制御部３０は、表示部３２に表示されたデジタルカメラ一覧のうちいずれか１つ
の装置が操作部３３に選択されたか否かを判断し（ステップＳ３３）、選択された場合に
は、選択された装置のＩＰアドレス宛に画像データ送信要求データを送信して、この画像
データ送信要求データに対応して返信された画像データを受信する（ステップＳ３４）。
なお、操作部３３による決定は、既述したように操作部３３により選択カーソルを移動さ
せて選択する方法や、表示部３２がタッチパネル式の表示部の場合には、直接画面をタッ
チすることによって選択する方法を用いることができる。
【００７４】
このような処理を行うことによって、本発明に係る画像データ送受信システムでは、ネッ
トワーク２０に接続されたデジタルカメラのＩＰアドレスやホスト名を操作部３３から直
接入力することなく、表示部３２に表示されたデジタルカメラの一覧から特定のデジタル
カメラを選択することによって簡易かつ迅速に画像データをネットワーク２０に接続され
たデジタルカメラから受信することが可能となる。特に端末装置２１は、上述した「（２
）端末装置２１がネットワーク２０に接続されたデジタルカメラ１または他の端末装置２

2～２nを探して画像データの転送要求を行う画像データ送受信システムによる転送」の場
合のように、問い合わせデータの送信と、その問い合わせデータ送信に対する応答データ
の返信を受信する処理を行わずに、通知データのみでデジタルカメラ一覧を作成し、その
デジタルカメラ一覧に基づいて画像データ送信要求データを送信して、デジタルカメラ１
の画像データを受信することができるので、迅速に画像データを取得することが可能とな
る。
【００７５】
また、図１２に示した通知データ待ち受け処理において、制御部３０は、通知データを受
信したデジタルカメラ１の接続状態を常時観察し、通知データを受信したデジタルカメラ
１の電源がオフされた場合、またはネットワーク２０への接続が切断された場合に、その
デジタルカメラ１をデジタルカメラ一覧より削除するような構成としてもよい。または、
図１４に示すように、デジタルカメラ１の電源がオフされる直前、またはネットワークよ
り切断される直前に、デジタルカメラ１が端末装置２１に対して通信終了データを送信す
ることによって端末装置２１にデジタルカメラ１の接続状態を知らせる構成としても良い
。このように制御部３０がデジタルカメラより通信終了データを受信したか否かを判断し
（ステップＳ２３）、通信終了データを受信した場合にデジタルカメラ一覧より該当する
デジタルカメラの名称やＩＰアドレスを削除する（ステップＳ２４）構成とすることによ
って、常に最新のデジタルカメラ一覧を表示部３２に表示させることが可能となる。
【００７６】
さらに、図１５に示すように、図１３に示した操作部３３が操作されていないか否かの判
断（ステップＳ３１）により操作部３３が操作されたと判断した場合に、ＲＡＭ３０３に
記憶されるデジタルカメラ一覧として１台しかデジタルカメラが記憶されてないかどうか
の判断を行い（ステップＳ３１Ａ）、１台しか記憶されていないと判断された場合には、
ＲＡＭ３０３に記憶されているデジタルカメラ一覧を読み出して表示部３２に表示させる
処理（ステップＳ３２）、及び、表示部３２に表示されたデジタルカメラ一覧のうちいず
れか１つの装置が操作部３３に選択されたか否かを判断する処理（ステップＳ３３）を省
略して、１台しか記憶されていないデジタルカメラのＩＰアドレス宛に画像データ送信要
求データを送信して画像データを受信する処理（ステップＳ３４）を実行し、複数台記憶
されている場合にのみデジタルカメラ一覧を表示部３２に表示させる処理（ステップＳ３
２）、及び、デジタルカメラが操作部３３により選択されたか否かを判断する処理（ステ
ップＳ３３）を行うような構成としても良い。このように処理を行うことによって、デジ
タルカメラが１台の場合に操作部３３でデジタルカメラを選択する処理を行うことなく画
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像データを受信することが可能となるため、迅速でより簡単に画像データの受信処理を行
うことが可能となる。
【００７７】
【発明の効果】
　以上説明したように、請求項１、請求項７、請求項１２に記載の発明によれば、制御手
段または端末制御手段が通信手段または端末通信手段によりローカルエリアネットワーク
に対してブロードキャストによる問合せデータを送信するとともに、ローカルエリアネッ
トワークに接続されている機器から問合せデータに対する応答データを受信したときに応
答データを送信した機器のＩＰアドレスを抽出するので、制御手段または端末制御手段に
より送信先となり得る機器のＩＰアドレスが自動的に取得され、ユーザーによる送信先の
特定作業が省力化される。また、制御手段がその抽出されたＩＰアドレスを有する機器に
宛てて画像データを直接送信し、カメラ制御手段が端末装置に直接画像データを送信する
ので、画像データの送信時に送信先とは無関係な機器を介在させる必要性が廃される。
【００７８】
特に請求項２乃至請求項４、請求項８乃至請求項１０、請求項１３乃至請求項１５のいず
れかに係る発明によれば、ユーザーが送信先を一覧で選択するか又は自動送信が実行され
るので、上記特定作業が一層省力化される。
【００７９】
さらに、請求項５、請求項１１に係る発明によれば、制御手段または端末制御手段により
予め一覧が作成されているので、送信作業の迅速化が図られる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明に係るデジタルカメラを示したブロック図である。
【図２】本発明に係る画像データ送受信システムの構成を示す概略図である。
【図３】本発明に係るデジタルカメラにおける制御部の処理を示した第１のフローチャー
トである。
【図４】本発明に係るデジタルカメラにおける制御部の処理を示した第２のフローチャー
トである。
【図５】本発明に係るデジタルカメラにおける制御部の処理を示した第３のフローチャー
トである。
【図６】本発明に係るデジタルカメラにおける制御部の処理を示した第４のフローチャー
トである。
【図７】本発明に係る画像データ送受信システムに用いられる端末装置の構成を示したブ
ロック図である。
【図８】端末装置における制御部の処理を示した第１のフローチャートである。
【図９】端末装置における制御部の処理を示した第２のフローチャートである。
【図１０】端末装置における制御部の処理を示した第３のフローチャートである。
【図１１】端末装置における制御部の処理を示した第４のフローチャートである。
【図１２】端末装置における通知データ待ち受け処理を示した第１のフローチャートであ
る。
【図１３】端末装置における操作部の操作判断処理を示した第１のフローチャートである
。
【図１４】端末装置における通知データ待ち受け処理を示した第２のフローチャートであ
る。
【図１５】端末装置における操作部の操作判断処理を示した第２のフローチャートである
。
【符号の説明】
１　デジタルカメラ
２、２1～２n　端末装置（機器）
１０、３０　制御部（制御手段、端末制御手段、カメラ制御手段）
１１　撮像部
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１２　外部記憶装置（画像データ記憶手段）
１３、３２　表示部（表示手段）
１４、３３　操作部（選択手段）
１５、３４　通信装置（通信手段、端末通信手段）
２０　ネットワーク（ＬＡＮ）
３１　記憶部
１０１、３０１　ＣＰＵ
１０２、３０２　ＲＯＭ
１０３、３０３　ＲＡＭ（宛先記憶手段、送信先記憶手段）
１０４、３０４　Ｉ／Ｏポート

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】

【図１４】 【図１５】
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