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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
プリンタと接続し、上記プリンタの能力項目を含むプリンタ能力値を上記プリンタから受
信する受信手段と、上記能力項目に対応する表示用情報が記憶されている記憶手段と、上
記表示用情報を用いて操作画面を表示する表示手段と、を有する撮像装置であって、
　上記プリンタから受信したプリンタ能力値に含まれる上記能力項目に対応する表示用情
報が上記記憶手段に記憶されているか否かを判断する手段、を備え、
　上記表示手段は、上記判断の結果、上記能力項目に対応する上記表示用情報が記憶され
ていないと判断されたとき、上記受信したプリンタ能力値に含まれている情報を用いて新
たな表示用情報を生成し、上記生成された新たな表示用情報を用いた操作画面を表示する
ことを特徴とする撮像装置。
【請求項２】
上記受信手段は、上記プリンタから上記プリンタ能力値に対応するアイコンファイルを受
信し、
　上記表示手段は、上記プリンタ能力値と上記アイコンファイルとを用いて上記新たな表
示用情報を生成することを特徴とする請求項１に記載の撮像装置。
【請求項３】
上記受信したプリンタ能力値に表示生成規則が含まれているとき、上記表示手段は、上記
プリンタ能力値に含まれている能力項目に対応したコマ数の情報と罫線の情報とに基づい
て表示用アイコンを生成し、上記プリンタ能力値に含まれている能力項目と上記生成した
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表示用アイコンとに基づいて新たな表示用情報を生成することを特徴とする請求項１に記
載の撮像装置。
【請求項４】
プリンタと接続し、上記プリンタの能力項目を含むプリンタ能力値を上記プリンタから受
信する受信手段と、上記能力項目に対応する表示用情報が記憶されている記憶手段と、上
記表示用情報を用いて操作画面を表示する表示手段と、を有する撮像装置が実行する画面
表示表法であって、
　上記撮像装置が、上記プリンタからプリンタ能力値を受信するステップと、
　上記撮像装置が、上記受信したプリンタ能力値に含まれている能力項目に対応する表示
用情報が上記記憶手段に記憶されているか否かを判断するステップと、
　上記判断の結果、上記能力項目に対応する上記表示用情報が記憶されていないと判断さ
れたとき、上記撮像装置が、上記受信したプリンタ能力値に含まれている情報を用いて新
たな表示用情報を生成するステップと、
　上記撮像装置が、上記生成された新たな表示用情報を用いた操作画面を表示するステッ
プと、
を有することを特徴とする画面表示方法。
【請求項５】
上記撮像装置が、上記プリンタから上記プリンタ能力値に対応するアイコンファイルを受
信するステップと、
　上記撮像装置が、上記プリンタ能力値と上記アイコンファイルとを用いて新たな表示用
情報を生成するステップと、
を有することを特徴とする請求項４に記載の画面表示方法。
【請求項６】
上記受信したプリンタ能力値に表示生成規則が含まれているとき、上記撮像装置は、上記
プリンタ能力値に含まれている能力項目に対応したコマ数の情報と罫線の情報とに基づい
て表示用アイコンを生成し、上記プリンタ能力値に含まれている能力項目と上記生成した
表示用アイコンとに基づいて新たな表示用情報を生成するステップ、
を有することを特徴とする請求項４に記載の画面表示方法

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、撮影した写真画像を、パーソナルコンピュータなどを介することなく、外部
装置に直接送信して出力することができる撮像装置に関するものであって、特に、撮像装
置側で設定する出力条件の設定画面において文字化けなどを起さずに、所定の操作画面を
表示することができる撮像装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　撮像手段で撮影した写真画像をデジタル信号に変換し、不揮発性記憶媒体などの記憶装
置に記録する撮像装置としてデジタルカメラが一般的である。またデジタルカメラに、通
信ケーブルなどを介して直接接続することができる外部装置の代表例としてパーソナルコ
ンピュータがある。近年は、パーソナルコンピュータだけはなく、利用者が望む処理機能
のみを具備する機能特化型であって、デジタルカメラに直接接続して用いる外部装置が増
えている。
【０００３】
　デジタルカメラが直接接続する機能特化型の外部装置の代表例として、プリンターがあ
る。上記プリンターは、通信ケーブルを介してデジタルカメラと直接接続し、デジタルカ
メラが内蔵する記憶媒体に記憶されている写真画像のデータファイル（以下「画像ファイ
ル」という）を読み出して、印刷するものである。このように、直接接続可能なデジタル
カメラとプリンターによって実現する印刷機能をダイレクトプリント機能と称する。
【０００４】
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　ダイレクトプリント機能を有するデジタルカメラに関する発明は多数あり（例えば特許
文献１、特許文献２、特許文献３を参照）、その印刷処理の方法にそれぞれの工夫が存在
する。一般的なダイレクトプリント機能を有するデジタルカメラを用いた写真画像印刷処
理の例を図１４に示すフローチャートを用いて説明する。図１４において、各ステップを
（２０１）、（２０２）、・・・のように表す。
【０００５】
　デジタルカメラが通信ケーブルによってプリンターと物理的に接続されて通信可能状態
になると（２０１）、デジタルカメラはプリンターに対しプリンターが処理することがで
きる能力を表わす情報（以下「プリンター能力値」という）を送信するように要求する（
２０２）。上記要求に対してプリンターは、デジタルカメラに対し自己のプリンター能力
値を送信する（２０３）。デジタルカメラはプリンターが送信したプリンター能力値を受
信し（２０３）、受信したプリンター能力値に格納されている情報を元にしてデジタルカ
メラが具備する表示装置よって利用可能な能力項目を表示する（２０５）。ここで能力項
目とは、この接続したプリンターによって、デジタルカメラが選択できる処理の内容を示
す情報であって、この情報を表示装置に視認可能に表示することで、利用者が任意の処理
内容を選択することができる。
【０００６】
　デジタルカメラがプリンターから受信するプリンター能力値の例と、プリンター能力値
を元にした能力項目の表示の例を図１５に示す。図１５（ａ）はプリンター能力値の例で
ある。図１５（ａ）に示すように、プリンター能力値はこのファイルがプリンター能力値
であることを示す情報識別子３０、このプリンターが処理可能な能力項目を示す項目情報
識別子３１と項目情報識別子３１に対応して、利用者が選択可能な各能力を示す能力項目
群３２を含んで構成する所定の書式によって記述されたスクリプトファイルである。
【０００７】
　図１５（ｂ）は、上記プリンター能力値を元にデジタルカメラが表示する操作選択画面
の例である。図１５（ｂ）に示すように、画面１３０には、画面タイトル表示部１３０ａ
と操作メニューの表示部１３０ｂがある。デジタルカメラはプリンター能力値に記述され
る能力項目群３２に対応する表示用データを内部の記憶部に予め記憶している。従って、
受信したプリンター能力値に記述されている能力項目等に対応する表示用データを上記記
憶部から読み出し、利用者が視認しやすい情報形式に変換して表示する。
【０００８】
　図１４に戻って、利用者は操作選択画面において所定の能力項目を選択した後に、印刷
したい写真画像を指定し（２０６）、デジタルカメラの操作によって印刷要求処理を実行
すると、デジタルカメラは印刷要求情報ファイルを生成してプリンターへ送信する（２０
７）。印刷要求情報ファイルを受信したプリンターは、印刷要求情報ファイル内に記述さ
れている印刷対象の画像ファイルをデジタルカメラに対して送信要求し、デジタルカメラ
は送信要求された画像ファイルをプリンターに対して送信する（２０８）。プリンターは
受信した画像ファイルを用いて出力データを生成して印刷をし、この印刷処理が正常終了
であったか、異常終了であったかを示す結果情報をデジタルカメラに送信する。デジタル
カメラは、受信した結果情報によって、上記印刷処理が異常終了であった場合は、この印
刷処理を終了する（２０９のＮｏ）。印刷処理が正常終了であった場合は（２０９のＹｅ
ｓ）、先に選択した画像ファイルの全てに対して印刷処理が終了したか否かを判断して、
まだ印刷が終了していない画像ファイルが存在すれば、処理をステップ２０７から繰り返
す（２１０のｙｅｓ）。
【０００９】
【特許文献１】特開平１１－８８８１５号公報
【特許文献２】特開平１１－１４６３１１号公報
【特許文献３】特開２０００－２３２６１７号公報
【００１０】
　このように、すでに説明した印刷処理において利用者が所望する処理を実行するために
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は、デジタルカメラに対して所定の操作を行うことが必要である。この操作を行う為には
、プリンターから送信されてくるプリンター能力値を視認可能な情報によって表示するこ
とが必要となる。仮にプリンター側の機能拡張などによって、プリンター能力値に記述さ
れている情報の中にデジタルカメラ側が対応できていない情報が含まれると、その項目は
表示することができない。
【００１１】
　また、デジタルカメラが対応していないプリンター能力値を受信した場合は、一律的に
対応する表示用データを規定しておけば、全く何も表示されないという事態は回避するこ
とはできる。しかし、それでは、利用者にとって当該操作がいかなる処理を行うものであ
るのか、判別がつきにくいものになる。また、よりわかりやすくする為に、利用者が任意
に表示用データを変更することができれば良いのであるが、そのような機能は提供されて
おらず、さらに利用者にとってよりわかりやすい表示にするために絵文字（アイコンなど
）を用いることもできなかった。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１２】
　本発明は上記問題を鑑みてなされたものであって、ダイレクトプリント機能を有する撮
像装置において、印刷処理に必要な設定を行う為に表示する操作画面が、プリンター側が
追加する新機能であっても視認可能に表示することができ、また、利用者がよりわかりや
すい表示方法を指定することができる撮像装置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】
【００１３】
　本発明は、プリンタと接続し、プリンタの能力項目を含むプリンタ能力値をプリンタか
ら受信する受信手段と、能力項目に対応する表示用情報が記憶されている記憶手段と、表
示用情報を用いて操作画面を表示する表示手段と、を有する撮像装置であって、プリンタ
から受信したプリンタ能力値に含まれる能力項目に対応する表示用情報が記憶手段に記憶
されているか否かを判断する手段、を備え、表示手段は、判断の結果、能力項目に対応す
る表示用情報が記憶されていないと判断されたとき、受信したプリンタ能力値に含まれて
いる情報を用いて新たな表示用情報を生成し、生成された新たな表示用情報を用いた操作
画面を表示することを主要な特徴とする。
【００１４】
　上記表示手段で表示する操作画面は、外部装置から受信した情報に含まれる文字列を用
いて生成した表示用情報によって表示されてもよい。また、上記文字列を表示可能な文字
コードに変換した後に表示用情報を生成してもよい。また、外部装置から受信した情報と
同時に受信した画像情報を用いて、表示用情報を生成してもよく、画像情報は複数の画像
情報を受信した後に組み合わせて生成したものであってもよい。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明によれば、撮像装置における操作画面表示処理において、外部装置から受信した
情報をそのまま表示することができなければ、表示可能な文字コードへの変換処理を行い
、また、外部装置から受信するアイコン情報、画像情報を用いて、より視認が容易な操作
画面を生成することができきるので、利用者は操作選択を容易に行うことができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１６】
　以下、本発明の実施形態について図を用いて説明する。図１は本発明に係る撮像装置の
例を示す機能ブロック図である。
【００１７】
　図１において、デジタルカメラ１は、撮影した写真画像の画像ファイルを記憶する外部
記憶装置１１と、ＣＣＤやＡＤ変換器など画像情報の入力部である撮像装置１２と、撮像
操作に関する各種情報や撮影画像設定に関する各種情報を表示する表示装置１３と、外部
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からの操作入力を行う操作卓１４と、プリンター２との通信インターフェースを制御する
通信Ｉ／Ｆ１５と、デジタルカメラ全体を制御する全体制御装置１０とを有する。
【００１８】
　上記外部記憶装置１１は、フラッシュメモリなどに代表される記録媒体と、この記録媒
体への情報の書き込みと読出しを制御するドライバ部を含むものである。また、全体制御
装置１０は、ＣＰＵ／ＲＯＭ／ＲＡＭ／入出力ポート（Ｉ／Ｏポート）及びこれらを結ぶ
バスラインなどで構成される周知のマイクロコンピュータである。
【００１９】
　デジタルカメラ１は通信Ｉ／Ｆ１５に接続されている通信手段３を介して外部装置２と
通信可能に接続している。通信手段３は有線・無線を問わず使用可能であり、有線の具体
例はＵＳＢ（Universal　Sirial　Bus）である。また、無線の具体例はBluetooth、Ｗｉ
－ｆｉ（無線ＬＡＮ規格）、ＩｒＤＡ（赤外線通信）など広く一般に用いられている近距
離無線通信方式である。一般にはＵＳＢを用いる形態が普及している。
【００２０】
　上記ＲＯＭ及びＲＡＭで構成する記憶部は、ＣＰＵの処理手順（プログラム）を記憶し
ている不揮発性メモリ（例えばフラッシュメモリ）などで構成されるものであって、この
記憶部に記憶しているプログラムによって本発明に係る操作選択画面表示処理等が実行さ
れる。また、この記憶部は印刷処理プログラムを実行する際に、このプログラムが使用す
る各種パラメータの記憶をする他、ＣＰＵがプログラム処理時に使用するワークエリアと
しても機能し、プリンターへの画像ファイル送信時には通信バッファメモリとしても機能
する。
【実施例１】
【００２１】
　本発明にかかる撮像装置における操作選択画面表示処理の実施形態について図２のフロ
ーチャートを用いて説明する。図２において処理の各ステップを（３０１）、（３０２）
、・・・のように表す。
【００２２】
　撮像装置であるデジタルカメラ１が通信Ｉ／Ｆ１５を介してプリンター２と接続され、
通信可能な状態になると（３０１）、デジタルカメラ１の制御部であるＣＰＵはプリンタ
ー２に対してプリンター能力値の送信要求を行い、プリンター能力値を受信する（３０２
）。次に、受信したプリンター能力値に含まれる各能力項目に対応する表示用データを全
て具備するか否かの判断処理を行う（３０３）。この判断処理の結果、受信したプリンタ
ー能力値に対応する表示用データが具備されていなければ（３０３のＮｏ）、表示可能な
表示用データを生成するための変換処理を行う（３０４）。変換処理によって生成する表
示用データを用いて、表示装置１１において操作選択画面を表示する。
【００２３】
　上記処理の結果、表示された操作選択画面において、利用者が所望する能力選択操作か
ら操作卓１４を用いて所定の選択を行う。この後の処理は、既に説明した処理と同様であ
る（図１４のステップ２０５）。
【００２４】
　上記変換処理の詳細について説明する。図３に示すプリンター能力値を受信したデジタ
ルカメラ１が、このプリンター能力値に含まれる能力項目群３２に対応する表示用データ
を具備していない場合、デジタルカメラ１はこの能力項目群３２に含まれる文字列を用い
て操作選択画面の表示処理を行う。図３に示すプリンター能力値の例において、能力項目
群３２には、能力項目３３と、文字コード情報３４、表示順番情報３５が含まれている。
【００２５】
　デジタルカメラ１が表示可能な文字コードの種類が「US-ASCII」のみであるである場合
に、図３のプリンター能力値を受信すると、操作選択画面に表示可能な表示用データは「
１　ＵＰ」と「ＩＮＤＥＸ」となり、項目識別子３１によって指定する<Layouts>に対応
する操作選択画面の、１番目の項目として「１　ＵＰ」を表示し、２番目の項目として「
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ＩＮＤＥＸ」を表示するよう表示用データの生成を行う。
【００２６】
　上記の変換処理によって表示される操作選択画面の例を図４に示す。
【００２７】
　このように、プリンター側に機能追加がされ、プリンター能力値に含まれる能力項目が
追加された場合であっても、受信したプリンター能力値に含まれる情報を用いて表示可能
な表示データを生成することができるので、操作選択画面に受信した全てのプリンター能
力値に対応する操作選択可能な項目を表示することができる。
【実施例２】
【００２８】
　次に本発明に係る撮像装置における操作選択画面表示処理の別の実施形態について図５
のフローチャートを用いて説明する。図５において処理の各ステップを（５０１）、（５
０２）、・・・のように表す。
【００２９】
　撮像装置であるデジタルカメラ１が通信Ｉ／Ｆ１５を介してプリンター２と接続され、
通信可能な状態になると（５０１）、デジタルカメラ１はプリンター２に対してプリンタ
ー能力値の送信要求を行う。プリンター２からプリンター能力値を受信し（５０２）、こ
のプリンター能力値を受信した後に、プリンター能力値に対応するアイコンファイルも受
信したか否かを判断する（５０３）。上記受信処理でアイコンファイルを受信した場合（
５０３のＹｅｓ）、プリンター能力値とアイコンファイルを用いて表示用データの生成処
理を行い（５０４）、生成した表示用データを用いて操作選択画面の表示を行う。
【００３０】
　上記の例において、デジタルカメラ１がプリンター２から受信するプリンター能力値と
アイコンファイルの例を図６及び図７にて示す。図６に示すプリンター能力値に付した符
号は既に説明した能力値と同じものには同じ符号を用いている。このプリンター能力値に
含まれる能力項目群３２は、<lineFormatA>から<lineFormatD>までの４つの選択可能な能
力項目を含んでいる。この４つの能力項目はレイアウト能力である。ここで、アイコンフ
ァイルとは、プリンター能力値に対応し、当該能力を画像イメージで表示する為の複数の
アイコンを含むファイルであって、ビットマップ形式などの画像情報の一種である。図７
にアイコンファイルの例を示す。図７において、各アイコンファイルは上記プリンター能
力値に含まれる各能力項目に対応するファイル名が付与されている。
【００３１】
　上記能力項目群３２に対応する表示用データと、上記アイコンファイルを用いて表示用
データを生成し、表示装置１１にて表示する。表示装置１１に表示される操作選択画面の
例を図８に示す。
【００３２】
　図８に示すように操作選択画面には、表示タイトル８０と、選択項目８１と、設定操作
表示８２と、アイコン８３とがある。選択項目８１の１つを操作卓１４の操作により選択
して設定することで、設定したレイアウト能力を用いた画像ファイルの印刷を行うことが
できる。
【００３３】
　また上記の表示用データ生成処理において、デジタルカメラ１が受信したプリンター能
力値が、能力項目群３２に対応するアイコンファイルを指定するのではなく、図９の例の
例のように表示生成規則３５を含んだものである場合は、能力項目群３２のそれぞれに対
応したコマ数の情報<listLayoutKomaNum>と罫線の有無の情報<listLayoutline>によって
、各能力項目に対応する表示用アイコンを生成することができる。この生成した表示用ア
イコンと、能力項目群３２の能力項目によって、図８に示した操作選択画面を表示するこ
とができる。
【実施例３】
【００３４】
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　次に本発明に係る撮像装置における操作選択画面のさらに別の実施形態について説明す
る。デジタルカメラ１が通信Ｉ／Ｆ１５を介してプリンター２と接続され、プリンター２
からプリンター能力値を受信すると同時に、プリンター２の図示しない記憶部に記憶され
ている画像ファイルを受信する。
【００３５】
　図１０に上記プリンター２から受信する画像ファイルの例を示す。図１０において、４
つの画像ファイルはＪＰＥＧ形式の画像ファイルであって、この画像ファイルがプリンタ
ー２の記憶部に記憶されている。この画像ファイルは図１１のようなファイル構造によっ
て記憶されている。
【００３６】
　デジタルカメラ１は、受信した画像ファイルの縮小加工処理を行い、アイコンファイル
の代わりとして表示用データ生成処理に用いることで、図８に示した操作選択画面を表示
することが可能となる。
【実施例４】
【００３７】
　次に本発明に係る撮像装置における操作選択画面表示処理のさらに別の実施形態につい
て説明する。プリンター２と通信可能に接続したデジタルカメラ１が、図１２に示したプ
リンター能力値を受信した場合、能力項目群３２に含まれる<Original>の文字列によって
、図１３に示す操作選択画面の表示を行うことができる。
【００３８】
　図１３の表示画面例は、<Original>を「工事写真」に変換して表示用データを生成した
例である。このように、デジタルカメラ１の記憶部に、予め規定した能力項目に対応する
表示用データを記憶しておくことで、利用者が任意に表示用データを設定することが可能
となる。
【産業上の利用可能性】
【００３９】
　本発明は、ＵＳＢ接続でプリンターと接続するカメラ付携帯電話などにも適用できる。
【図面の簡単な説明】
【００４０】
【図１】本発明に係る撮像装置の例であるデジタルカメラの制御系統を示すブロック図で
ある。
【図２】本発明に係る撮像装置を用いて行う操作メニュー表示処理の例を示すフローチャ
ートである。
【図３】本発明に適用可能なプリンターからデジタルカメラが受信するプリンター能力値
ファイルの記述例である。
【図４】本発明に係る撮像装置の表示装置における画面表示の例を示す説明図である。
【図５】本発明に係る撮像装置を用いて行う操作メニュー表示処理の別の例を示すフロー
チャートである。
【図６】本発明に適用可能なプリンターからデジタルカメラが受信するプリンター能力値
ファイルの記述例である。
【図７】本発明に適用可能なプリンターからデジタルカメラが受信するアイコンファイル
の例である。
【図８】本発明に係る撮像装置の表示装置における画面表示の例を示す説明図である。
【図９】本発明に適用可能なプリンターからデジタルカメラが受信するプリンター能力値
ファイルの記述例である。
【図１０】本発明に適用可能なプリンターからデジタルカメラが受信する背景となる画像
ファイルの例である。
【図１１】本発明に適用可能なプリンターからデジタルカメラが受信する背景となる画像
ファイルのプリンターの記憶装置に格納するイメージを示す説明図である。
【図１２】本発明に適用可能なプリンターからデジタルカメラが受信するプリンター能力
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値ファイルの記述例である。
【図１３】本発明に係る撮像装置の表示装置における画面表示の例を示す説明図である。
【図１４】本発明に係る撮像装置を用いて行う印刷処理の例を示すフローチャートである
。
【図１５】本発明に適用可能なプリンターからデジタルカメラが受信するプリンター能力
値ファイルと、このプリンター能力値を用いた本発明に係る撮像装置の表示装置における
画面表示の例を示す説明図である。
【符号の説明】
【００４１】
　　１　デジタルカメラ
　　２　プリンター
　　３　通信手段
　　３０　情報識別子
　　３１　項目情報識別子
　　３２　能力項目群
　　３３　能力項目群
　　３４　文字コード情報
　　３５　表示順番情報

【図１】 【図２】
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【図５】

【図６】

【図７】

【図８】
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【図１１】

【図１２】

【図１３】

【図１４】 【図１５】
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