
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無線通信が可能な接続機器と、該接続機器に対して無線通信可能な被接続機器とから成
る無線ＬＡＮの接続先選択方法であって、
　 前記接続機器に設けられている所定のキーと、前記被接続機器に設けら
れている所定のキーと ほぼ同時期に押 と、前記接続機器と前記被接続
機器との無線接続を確立することを特徴とする無線ＬＡＮの接続先選択方法。
【請求項２】
　無線通信が可能な接続機器と、該接続機器に対して無線通信可能な被接続機器とから成
る無線ＬＡＮの接続先選択方法であって、
　 前記接続機器に設けられている のキーと、前記被接続機器に
設けられている のキーとを 予め定められた所定の順序で押すと、前記
接続機器と前記被接続機器との無線接続を確立することを特徴とする無線ＬＡＮの接続先
選択方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、無線ＬＡＮの接続先選択方法に係り、特に無線により複数の接続機器と情報の
伝送が可能な無線ＬＡＮの接続先選択方法に関する。
【０００２】
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【従来の技術】
ＰＨＳの子機どうし間で、親機を介さずに無線通信を行う場合に必要な情報を２つの子機
間で登録できる情報の相互登録方法が、特開平９－１８２１５６号の公報に示されている
。
【０００３】
また、電話にて受信した相手先の名称が容易に判明できる電話装置が、特開平５－１６７
６６９号の公報に示されている。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、特開平９－１８２１５６号の公報に示されている情報の登録方法では、１
対１の通信でしか登録が行えないことと、赤外線通信の通信ポートを設ける必要があった
。
【０００５】
また、特開平５－１６７６６９号の公報に示されている電話装置では、受信した電話番号
に対応する相手名称を検索して表示するのみであるうえに、電話器相互の認証は不可能で
あるとともに、また１対１の通信にしか対応していない。
【０００６】
本発明はこのような事情に鑑みてなされたもので、被接続機器の通信圏内に存在する複数
の接続機器から、所望の接続機器を選択して通信することが可能な無線ＬＡＮの接続先選
択方法を提供することを目的としている。
【００１１】

　前記目的を達成するために請求項 に記載の発明は、無線通信が可能な接続機器と、該
接続機器に対して無線通信可能な被接続機器とから成る無線ＬＡＮの接続先選択方法であ
って、 前記接続機器に設けられている所定のキーと、前記被接続機器に設
けられている所定のキーと ほぼ同時期に押 と、前記接続機器と前記被
接続機器との無線接続を確立することを特徴としている。
【００１２】
本発明によれば、接続機器に設けられている所定のキーと、被接続機器に設けられている
所定のキーとをほぼ同時期に押すと、前記接続機器と前記被接続機器との無線接続を確立
するようにしたので、被接続機器の通信圏内に存在する複数の接続機器から所望の接続機
器を選択して通信することが可能となる。
【００１３】
　前記目的を達成するために請求項 に記載の発明は、無線通信が可能な接続機器と、該
接続機器に対して無線通信可能な被接続機器とから成る無線ＬＡＮの接続先選択方法であ
って、 前記接続機器に設けられている のキーと 前記被接続機
器に設けられている のキーとを 予め定められた所定の順序で押すと、
前記接続機器と前記被接続機器との無線接続を確立することを特徴としている。
【００１４】
本発明によれば、接続機器に設けられている所定のキーと被接続機器に設けられている所
定のキーとを予め定められた所定の順序で押すと、前記接続機器と前記被接続機器との無
線接続を確立するようにしたので、被接続機器の通信圏内に存在する複数の接続機器から
所望の接続機器を選択して通信することが可能となる。
【００２７】
【発明の実施の形態】
以下添付図面に従って、本発明に係る無線ＬＡＮの接続先選択方法の好ましい実施の形態
について詳説する。
【００２８】
図１は、被接続機器である無線通信端末と無線接続可能な接続機器である電子カメラの斜
視図である。
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【００２９】
同図によれば、電子カメラ１０の正面には、レリーズボタン２と、撮影レンズ４とが設け
られている。
【００３０】
図２は、図１に示した電子カメラの背面図である。
【００３１】
同図によれば、電子カメラ１０の背面には、電子カメラ１０の撮影、表示、通信等の各モ
ードを切り換えるモード切り換えダイヤル６と、表示手段３２に表示されているカーソル
の移動や通信開始を指示する十字キー８と、ファインダー９と、表示手段３２とが設けら
れている。
【００３２】
図３は、図１に示した電子カメラ１０のブロック図である。
【００３３】
電子カメラ１０には、被写体の像を受光面に結像させて光電変換し、画像データとして出
力する撮像手段１２と、ブザー１３と、電子カメラ１０全体の制御を行うとともに画像デ
ータのサンプリングタイミング制御、画像データの記録制御、画像データの図形認識、画
像データの点滅認識、本電子カメラ１０の機種情報の読み込み、通信制御、表示制御等の
制御を行う情報処理手段１４と、電子カメラ１０に加わる振動の変移や加速度を検出する
振動検出手段１５と、画像サイズの変更、シャープネス補正、ガンマ補正、コントラスト
補正、ホワイトバランス補正等の処理を行う画像処理手段１６と、画像データを一時的に
記憶しておくフレームメモリ１８と、レリーズボタン２や通信ボタン、送信ボタン、ファ
ンクションスイッチ、十字キー８、確定スイッチ、モード切り換えスイッチ等が設けられ
ている入力手段１９と、画像データ等の情報をＪＰＥＧやモーションＪＰＥＧに代表され
る手法で圧縮制御したり、圧縮したデータを伸張展開制御する処理を行う圧縮解凍手段２
０と、画像データを着脱可能な記録媒体２２に記録したり読み出したりするためにデータ
を変換する記録媒体インターフェース２４とが設けられている。記録媒体２２は、メモリ
ーカードやＭＯ等の半導体、磁気記録、光記録に代表される着脱可能な記録媒体である。
【００３４】
情報処理手段１４には、動作プログラムや各定数が記憶されているＲＯＭと、プログラム
実行時の作業領域となる記憶手段であるＲＡＭにより構成されているメモリ２６が接続さ
れている。
【００３５】
画像等のデータを通信によって外部の機器と送受信する場合に用いる電子カメラ１０の無
線通信手段は、情報処理手段１４からの指令により画像データを搬送波に乗せて送信又は
受信する送受信手段２８と、搬送波及びデータを送受信するアンテナ３０とから構成され
ている。
【００３６】
また電子カメラ１０には、画像データを表示手段３２に表示するためのＤ／Ａ変換器３４
と、情報処理手段１４から指令されるコード情報を、表示する文字やメッセージのデータ
に変換するキャラクタジェネレータ３６とが設けられている。
【００３７】
上記のとおり構成された電子カメラ１０の撮影処理について説明する。
【００３８】
撮影する像は、撮像手段１２の受光面に結像され、結像した被写体像は光電変換されて画
像処理手段１６に出力される。このようにして得られた画像データは、画像処理手段１６
にて増幅やノイズの低減処理が実施され、一時期フレームメモリ１８に記憶する。情報処
理手段１４は、前記フレームメモリ１８に記憶されている画像データを逐次Ｄ／Ａ変換器
３４に伝達して表示手段３２に表示している。
【００３９】
入力手段１９に設けられているレリーズボタン２を押すと、被写体を撮影するモードに入
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る。すると情報処理手段１４はフレームメモリ１８に記憶されている画像データを圧縮解
凍手段２０に転送して所定の条件で画像データの圧縮処理を実施する指令を出力する。そ
して、記録媒体インターフェース２４に対して画像データを順次記録媒体２２に記録する
処理を行う。また、通信端末と通信を確立して入力手段１９に設けられている送信ボタン
を押すと、情報処理手段１４は指定された画像データを順次記録媒体２２から読み出して
、所定のデータ形式に変換したのちに送受信手段２８とアンテナ３０とを介して外部の通
信端末に送信する処理を実行する。
【００４０】
図４は被接続機器である通信端末の外観図である。
【００４１】
同図に示すように、通信端末４０は、公衆回線と無線通信するためのアンテナ４２と、接
続機器と無線通信するための無線通信手段４４と、通信情報や表示４５を表示する表示手
段４６と、電話番号、文字、画像、音声のデータの指定・選択及び、前記データの出力機
器やアドレス等を指定する指定手段４８、４８…と、電話の受話器となるとともに音を出
力するスピーカ５０と、音声や衝撃音を入力するマイク５２とから構成されている。
【００４２】
図５は、被接続機器である通信端末のブロック図である。
【００４３】
同図によれば、通信端末４０の送受信部分は、公衆回線と無線通信するための公衆回線用
無線通信手段５４、公衆回線用送受信手段５６と、接続機器と無線通信するための無線通
信手段４４、送受信手段５８と、リアルタイムで送受信するデータを一時的に蓄えておく
送受信バッファ６０とから構成されている。
【００４４】
また、通信端末４０の全体の制御を行うＣＰＵ６２と、ＣＰＵ６２を動作させるプログラ
ムや各種定数、電話番号、通信先のアドレス、無線接続する接続機器の外観や品名に関す
る情報等が書き込まれているＰＲＯＭ６４と、ＣＰＵ６２が処理を実行する際の作業領域
となる記憶手段であるＲＡＭ６６とが設けられている。
【００４５】
通信端末４０内のＣＰＵ６２と、表示手段４６、指定手段４８、を含む各周辺回路は、バ
スラインやＩ／Ｏ等の通信手段で接続されており、ＣＰＵ６２は各々の周辺回路を制御す
ることが可能となっている。また、ＣＰＵ６２は、表示手段４６に表示されている図形や
文字、バックライトを点滅させる制御を行うことが可能となっている。
【００４６】
無線通信手段４４の通信手段は、電波、超音波、赤外線等の光、を用いた通信手段である
。電波を用いる場合には、近年注目されている「Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ」や無線ＬＡＮ（ロ
ーカルエリアネットワーク）の仕様に基づいてもよいし、赤外線を用いる場合にはＩｒＤ
Ａの仕様に基づいてもよい。
【００４７】
なお、上記の説明では接続機器として電子カメラを用いた例で説明したが、接続機器は表
示手段、記憶手段、出力手段等を備えた機器であれば、パソコン、カメラ、プリンタ等で
あってもよい。また、通信端末は一般に利用されている携帯電話やＰＨＳ等の移動通信体
であってもよいし、電子カメラやプリンタ等の機器であってもよい。
【００４８】
図６に、電子カメラ１０と通信端末４０とが通信を確立する際のプログラムのフローチャ
ートを示す。
【００４９】
電子カメラ１０と通信端末４０とがお互いに通信圏内に入ると、お互いの機器はこれを認
識して電子カメラ１０のプログラムはステップＳ１００「ＳＴＡＲＴ」（以降Ｓ１００と
省略して記載する）に分岐してくる。次のＳ１０２「探索モード開始」では、情報処理手
段１４の指令によってアンテナ３０から探索信号を含む電波を発し、通信端末４０を探索
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する処理を開始する。
【００５０】
もし、Ｓ１０４「接続可能機器有り」の判断にて電子カメラ１０が通信端末４０から出力
された探索信号を受信すると、電子カメラ１０は通信を確立するために通信端末４０から
固有のアドレスを受け取り、新たに通信ネットワークに加わって接続ハンドシェイクを行
うための処理に入る。この時表示手段３２に通信していることや相手の接続機器や通信端
末の機器名等の情報を表示して、この中から利用者が所望の機器を選択指定してもよい。
【００５１】
Ｓ１０６「接続確認受信」では、通信端末４０から無線で電子カメラ１０に対する「接続
確認」信号が送信されて来るのを待つ処理を行っている。もし、「接続確認」が送信され
て来ない場合にはＳ１０６をループし、「接続確認」が送信されてきた場合には次のＳ１
０８「↑キー押し」の判断に進む。
【００５２】
次のＳ１０８「↑キー押し」では、電子カメラ１０の入力手段１９に設けられている十字
キー８の「↑キー」が押されたか否かの判断を行っている。もし、「↑キー」が押されて
いないと判断した場合にはＳ１１０「キー無し返信」に進み、通信端末４０に対して「↑
キー」が押されていないことを示すコマンドを返信する。そしてＳ１１８「ＥＮＤ」に進
む。
【００５３】
また、Ｓ１０８で「↑キー」が押されたと判断した場合にはＳ１１２「キー押し返信」に
進み、通信端末４０に対して「↑キー」が押されたことを示すコマンドを送信する。そし
て次のＳ１１４「接続許可受信」の判断で、通信端末４０から「接続許可」を受信しなか
った場合には再びＳ１１４に戻るループ処理を行っており、通信端末４０から「接続許可
」を受信した場合には次のＳ１１６「認証手続き」に進み、認証手続きに関する通信を実
施する。そしてＳ１１８「ＥＮＤ」にて通信端末４０との通信接続処理を完了して、元の
プログラムルーチンに戻る。
【００５４】
一方、通信端末４０の処理プログラムでは、電子カメラ１０と通信端末４０とがお互いに
通信圏内に入るとこれを認識して、通信端末４０のプログラムはＳ１２０「ＳＴＡＲＴ」
に分岐してくる。次のＳ１２２「探索モード開始」では、ＣＰＵ６２は無線通信手段４４
から探索信号を含む電波を発し、接続機器を探索する処理を開始する。この時、通信して
いる電子カメラ１０の機器名等の情報や、他の通信圏内に通信可能に存在する接続機器名
等の情報を表示し、利用者がこの中から所望の通信相手を選択指定してもよい。
【００５５】
もし、Ｓ１２４「接続可能機器あり」の判断にて通信端末４０が電子カメラ１０から出力
された探索信号を受信すると、通信端末４０は通信を確立するために、新たな通信ネット
ワークに加わった通信端末４０を認識して固有のアドレスを振り分け、接続ハンドシェイ
クを行うための処理に入る。
【００５６】
Ｓ１２６「↑キー押し」の判断では、指定手段４８に設けられている十字キー８の「↑キ
ー」が押されたか否かの判断を行っている。もし、「↑キー」が押されていない場合には
Ｓ１２６をループしており、もし、「↑キー」が押された場合には次のＳ１２８「接続確
認送信」に進む。
【００５７】
次のＳ１２８では、通信端末４０から無線で電子カメラ１０に対して通信を確立すること
を示すコマンド「接続確認」を送信し、次のＳ１３０「キー押し受信」に進む。Ｓ１３０
では、通信端末４０の「↑キー」と電子カメラ１０の「↑キー」とが同時に押されたか否
かを判断している。電子カメラ１０がＳ１１０「キー無し返信」にて「↑キー」が押され
ていないことを示すコマンドを送信し、これを通信端末４０が受信した場合には、Ｓ１３
０からＳ１３６「ＥＮＤ」に分岐して本サブルーチンを終了する。
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【００５８】
また、電子カメラ１０がＳ１１２「キー押し返信」にて「↑キー」が押されていることを
示すコマンドを送信し、これを通信端末４０が受信した場合には、Ｓ１３０からＳ１３２
「接続許可送信」に進む。次のＳ１３２「接続許可送信」では、通信端末４０から電子カ
メラ１０に対して通信接続の許可信号を送信する。その後電子カメラ１０と通信端末４０
とは相互に通信を実施してＳ１３４「認証手続き」にて相互の認証を確立する。
【００５９】
上記認証手続きが終了したらＳ１３６「ＥＮＤ」にて電子カメラ１０との接続処理を完了
して、元のプログラムルーチンに戻る。
【００６０】
上述のように通信端末４０に設けられている十字キーの「↑キー」と、電子カメラ１０に
設けられている十字キー８の「↑キー」とを同時に押すことによって通信端末４０は無線
通信で接続範囲内に存在する接続機器に対してキーが押されたか否かの問い合わせを送信
して、接続機器側からキーが押された旨の返信を受け取ったら相互認証の手続きを実行し
て相互を認識するとともに通信を確立することができる。また、操作するキーは「↑キー
」に限定されるものではなく、一つ以上の所定の操作キーであれば異なったキーどうしを
押して相互認証を実行する指令としてもよい。
【００６１】
図７に、電子カメラ１０と通信端末４０とが通信を確立する際の他の実施の形態のフロー
チャートを示す。
【００６２】
電子カメラ１０と通信端末４０がお互いに通信圏内に入ると、お互いの機器はこれを認識
して電子カメラ１０のプログラムはＳ２００「ＳＴＡＲＴ」に分岐してくる。次のＳ２０
２「キー設定開始」では、利用者が接続機器を指定して通信を確立するために用いるＩＤ
に相当するキーを押す順序を設定する処理を開始する。この時、表示手段３２に設定趣旨
や設定方法、手順を表示し、利用者がこの中から選択指定してもよい。
【００６３】
Ｓ２０４「キー押し」では、入力手段１９に設けられているいずれかのキーが押されてい
るか否かの判断を行っている。もし、いずれのキーも押されていない場合にはＳ２０８「
キー設定完了」の判断に進む。もし、いずれかのキーが押されている場合には、Ｓ２０６
「キー順番を記憶」に進み、新たに入力されたキーの順番を記憶して、次のＳ２０８に進
む。
【００６４】
Ｓ２０８では、キーを押す順番の設定が終了したか否かの判断を行っている。キーを押す
順番の設定が終了したか否かの判断基準は、所定の回数キーが押されたことを判断しても
よいし、タイムアウトや、所定の確定キーが押されたことによってキー設定の終了を指示
されたと判断してもよい。もし、キー設定が終了したと判断した場合にはＳ２１０「探索
モード開始」に進み、もし、キー設定が終了していない場合にはＳ２０４に分岐して、次
のキーが押されるのを待つ。
【００６５】
Ｓ２１０では情報処理手段１４の指令によってアンテナ３０から探索信号を含む電波を発
し、通信端末４０を探索する処理を開始する。次のＳ２１２「接続可能機器有り」の判断
にて電子カメラ１０が通信端末４０から出力された探索信号を受信すると、電子カメラ１
０は通信を確立するために通信端末４０から固有のアドレスを受け取り、新たに通信ネッ
トワークに加わって接続ハンドシェイクを行うための処理に入る。この時、表示手段３２
に通信していることや相手の接続機器や通信端末の機器名等の情報を表示し、利用者がこ
の中から所望の機器を選択指定してもよい。
【００６６】
次のＳ２１４「キー順番受信」では、利用者が通信端末４０の指定手段４８にて入力した
キー順番の情報が送信されるのを待つ処理を行っている。もし、キー順番を受信したら、
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次のＳ２１６「順番一致」の判断に進む。
【００６７】
Ｓ２１６では、情報処理手段１４が電子カメラ１０にて入力されたキーの順番と、通信端
末４０から受信したキー順番とを比較する処理を行い、もし、キー順番が一致していない
場合にはＳ２１８「不一致返信」に分岐し、通信端末４０に対してキーを押した順番が異
なっていることを示すコマンドを送信してＳ２２６「ＥＮＤ」に進む。もし、Ｓ２１６で
キー順番が一致している場合には、Ｓ２２０「一致返信」に進み、通信端末４０に対して
キー順番が一致していることを示すコマンドを送信してＳ２２２「接続許可受信」に進む
。
【００６８】
Ｓ２２２では、通信端末４０から無線で電子カメラ１０との「接続許可」信号が来るのを
待つ処理を行っている。もし、「接続許可」が無い場合にはＳ２２２をループしており、
「接続許可」があった場合には次のＳ２２４「認証手続き」に進み、認証手続きに関する
通信を実施する。そしてＳ２２６「ＥＮＤ」にて通信端末４０との接続処理を完了して、
元のプログラムルーチンに戻る。
【００６９】
一方、通信端末４０の処理プログラムでは、電子カメラ１０と通信端末４０がお互いに通
信圏内に入ると、お互いの機器はこれを認識して電子カメラ１０のプログラムはＳ２３０
「ＳＴＡＲＴ」に分岐してくる。次のＳ２３２「探索モード開始」では、ＣＰＵ６２は送
受信手段５８を起動して無線通信手段４４から探索信号を含む電波を発し、接続機器を探
索する処理を開始する。次のＳ２３４「接続可能機器有り」の判断にて通信端末４０が電
子カメラ１０から出力された探索信号を受信すると、通信端末４０は通信を確立するため
に、新たに無線通信のネットワークに加わった電子カメラ１０を認識して固有のアドレス
を振り分け、接続ハンドシェイクを行うための処理に入る。
【００７０】
以降のステップでは、利用者が接続機器を指定して通信を確立するために用いるＩＤに相
当する情報を入力する処理を開始する。この時、表示手段３２に設定趣旨や設定方法、手
順を表示し、利用者がこの中から選択指定してもよい。
【００７１】
Ｓ２３６「キー押し」では、指定手段４８に設けられているいずれかのキーが押されてい
るか否かの判断を行っている。もし、いずれのキーも押されていない場合にはＳ２４０「
キー設定完了」の判断に進む。もし、いずれかのキーが押されている場合には、Ｓ２３８
「キー順番を記憶」に進み、新たに入力されたキーの順番を記憶して、次のＳ２４０に進
む。
【００７２】
Ｓ２４０では、キーを押す順番の設定が終了したか否かの判断を行っている。キーを押す
順番の設定が終了したか否かの判断基準は、所定の回数キーが押されたことを判断しても
よいし、タイムアウトや、所定の確定キーが押されたことによってキー設定の終了を指示
されたと判断してもよい。もし、キー設定が終了したと判断した場合にはＳ２４２「キー
順番送信」に進み、もし、キー設定が終了していない場合にはＳ２３６に分岐して、次の
キーが押されるのを待つ。
【００７３】
Ｓ２４２では、入力されたキー順番を接続機器である電子カメラ１０に送信する処理を実
行して、次のＳ２４４「一致受信」の判断に進む。Ｓ２４４では、電子カメラ１０に対し
て送信したキー順番の判定結果を受信して判断し、通信端末４０の処理の分岐先を変更す
る処理を行っている。もし、受信したコマンドの内容が「不一致」であった場合にはＳ２
５０「ＥＮＤ」へ分岐し、もし、受信したコマンドが「一致」であった場合には次のＳ２
４６「接続許可送信」に進む。
【００７４】
次のＳ２４６「接続許可送信」では、通信端末４０から電子カメラ１０に対して通信接続
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の許可信号を送信する。その後電子カメラ１０と通信端末４０とは相互に通信を実施して
Ｓ２４８「認証手続き」にて相互の認証を確立する。
【００７５】
上記認証手続きが終了したらＳ２５０「ＥＮＤ」にて電子カメラ１０との接続処理を完了
して、元のプログラムルーチンに戻る。
【００７６】
上述のように通信端末４０に設けられているキーを、予め電子カメラ１０で設定したキー
順番で押してこのキー順番の情報を電子カメラ１０に対して送信し、電子カメラ１０はこ
のキー順番が予め設定した順番と一致しているか否かの判断結果の返信を行い、この情報
を通信端末４０が受信して一致している場合には相互を認識するとともに通信を確立する
ことができる。また、キーを押す順番は、十字キーを「↑、→、↓、←」の順番に押すと
いうように、わかりやすい順番を設定するとよい。また、操作するキーは特定のキーに限
定されるものではなく、一つ以上の所定の操作キーであれば異なったキーどうしを複数回
押して相互認証を実行する指令としてもよい。
【００７７】
図８に、電子カメラ１０と通信端末４０とが通信を確立する際の他の実施の形態のフロー
チャートを示す。
【００７８】
電子カメラ１０と通信端末４０とがお互いに通信圏内に入ると、お互いの機器はこれを認
識して電子カメラ１０のプログラムはＳ３００「ＳＴＡＲＴ」に分岐してくる。次のＳ３
０２「探索モード開始」では、情報処理手段１４の指令によってアンテナ３０から探索信
号を含む電波を発し、通信端末４０を探索する処理を開始する。
【００７９】
もし、Ｓ３０４「接続可能機器有り」の判断にて電子カメラ１０が通信端末４０から出力
された探索信号を受信すると、電子カメラ１０は通信を確立するために通信端末４０から
固有のアドレスを受け取り、新たに通信ネットワークに加わって接続ハンドシェイクを行
うための処理に入る。この時表示手段３２に通信していることや相手の接続機器や通信端
末の機器名等の識別情報を表示し、利用者がこの中から選択指定してもよい。
【００８０】
Ｓ３０６「接続確認受信」では、通信端末４０から無線で電子カメラ１０に対する「接続
確認」信号が送信されて来るのを待つ処理を行っている。もし、「接続確認」が送信され
て来ない場合には再びＳ３０６に戻ってＳ３０６をループし、「接続確認」が送信されて
きた場合には次のＳ３０８「ブザーを鳴らす」の処理に進み、通信端末４０に対して一定
の間隔でブザーを鳴らす。接続機器が電子カメラ１０である場合には、セルフタイマー等
に用いるブザー１３を鳴らして通報する。
【００８１】
次のＳ３１０「ブザー確認」では、電子カメラ１０が発したブザー音を通信端末４０が受
信したことを示す「ブザー確認」情報を受信することを待つ処理を行っている。もし、「
ブザー確認」が受信されない場合には再びＳ３１０に戻ってループ処理を行い、もし「ブ
ザー確認」が受信された場合には、Ｓ３１２「ブザー返信」に進み通信端末４０に対して
「ブザー確認」を受信したことを示す「ブザー返信」を送信する。
【００８２】
そして次のＳ３１４「接続許可受信」の判断で、通信端末４０から「接続許可」を受信し
なかった場合には再びＳ３１４に戻ってループしており、通信端末４０から「接続許可」
を受信した場合には次のＳ３１６「認証手続き」に進み、認証手続きに関する通信を実施
する。そしてＳ３１８「ＥＮＤ」にて通信端末４０との通信接続処理を完了して、元のプ
ログラムルーチンに戻る。
【００８３】
一方、通信端末４０の処理プログラムでは、電子カメラ１０と通信端末４０とがお互いに
通信圏内に入るとこれを認識して、通信端末４０のプログラムはＳ３２０「ＳＴＡＲＴ」
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に分岐してくる。次のＳ３２２「探索モード開始」では、ＣＰＵ６２は無線通信手段４４
から探索信号を含む電波を発し、接続機器を探索する処理を開始する。この時、通信して
いる電子カメラ１０の機器名等の情報や、他の通信圏内に通信可能に存在する接続機器名
等の情報を表示して、利用者が所望の機器を選択指定してもよい。
【００８４】
もし、Ｓ３２４「接続可能機器あり」の判断にて通信端末４０が電子カメラ１０から出力
された探索信号を受信すると、通信端末４０は通信を確立するために、新たな通信ネット
ワークに加わった通信端末４０を認識して固有のアドレスを振り分け、接続ハンドシェイ
クを行うための処理に入る。
【００８５】
Ｓ３２６「スタートキー押し」の判断では、指定手段４８に設けられているスタートキー
が押されたか否かの判断を行っている。このスタートキーは専用のスタートキーであって
もよいし、十字キー８の「↑キー」を割り当ててもよい。もし、「スタートキー」が押さ
れていない場合には再びＳ３２６に戻ってループしており、もし、「スタートキー」が押
された場合には次のＳ３２８「接続確認送信」に進む。
【００８６】
次のＳ３２８では、通信端末４０から無線で電子カメラ１０に対して通信を確立すること
を示すコマンド「接続確認」を送信し、次のＳ３３０「ブザー音検出」の判断に進む。も
し、Ｓ３３０で電子カメラ１０が発したブザー音を検出していない場合には、再びＳ３３
０に戻ってループしている。もし、Ｓ３３０で電子カメラ１０が発したブザー音を検出し
た場合にはＳ３３２「ブザー確認送信」に進み、電子カメラ１０に対してブザー音を受信
したことを示す情報を送信する。そして次のＳ３３４「ブザー返信」に進む。
【００８７】
Ｓ３３４では、電子カメラ１０のＳ３１２で送信した「ブザー返信」情報を受信して、も
し、「ブザー返信」を受信しなかった場合にはＳ３４０「ＥＮＤ」に分岐し、もし、「ブ
ザー返信」を受信した場合には、次のＳ３３６「接続許可送信」に進む。
【００８８】
次のＳ３３６「接続許可送信」では、通信端末４０から電子カメラ１０に対して通信接続
の許可信号を送信する。その後電子カメラ１０と通信端末４０とは相互に通信を実施して
Ｓ３３８「認証手続き」にて相互の認証を確立する。
【００８９】
上記認証手続きが終了したらＳ３４０「ＥＮＤ」にて電子カメラ１０との接続処理を完了
して、元のプログラムルーチンに戻る。
【００９０】
上述のように、通信端末４０に表示されている接続機器の情報から所望の接続機器を選択
すると、該選択した接続機器からブザー音が発せられ、通信端末４０のマイク５２がこの
ブザー音を検出して、通信端末４０は無線通信を通じて通信接続範囲内に存在する機器に
ブザーを鳴らしているか否かを問い合わせる。ブザー音を発している旨の返信を受け取っ
たら相互認証の手続きを実行し、通信を確立することができる。また、複数の接続機器か
らブザー音が発せられている場合には、通信端末４０に近づけた接続機器のみと通信を確
立するようにしてもよい。
【００９１】
図９に、電子カメラ１０と通信端末４０とが通信を確立する際の他の実施の形態のフロー
チャートを示す。
【００９２】
電子カメラ１０と通信端末４０とがお互いに通信圏内に入ると、お互いの機器はこれを認
識して電子カメラ１０のプログラムはＳ４００「ＳＴＡＲＴ」に分岐してくる。次のＳ４
０２「探索モード開始」では、情報処理手段１４の指令によってアンテナ３０から探索信
号を含む電波を発し、通信端末４０を探索する処理を開始する。
【００９３】
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そして次のＳ４０４「ストロボ禁止・マクロポジション・ムービースルー」に進み、電子
カメラ１０の動作モードを設定した後に、Ｓ４０６「接続確認図形」に進む。次のＳ４０
６で利用者は、電子カメラ１０にて通信端末４０の表示手段４６に表示されている「接続
確認図形」を撮影して、電子カメラ１０は表示パターンや表示の点滅状態を撮影して通信
端末４０を認識する。
【００９４】
もし、Ｓ４０６で「接続確認図形」を認識した場合には次のＳ４０８「ムービースルー停
止」に進み、前記Ｓ４０４で設定したムービースルーモードを停止する。そしてＳ４１０
「図形確認送信」にて、通信端末４０に対して表示手段４６に表示されている図形を確認
したことを示す情報を送信して、次のＳ４１２「接続許可受信」に進む。
【００９５】
次のＳ４１２「接続許可受信」の判断で、通信端末４０から「接続許可」を受信しなかっ
た場合には再びＳ４１２に戻ってＳ４１２をループしており、通信端末４０から「接続許
可」を受信した場合には次のＳ４１４「認証手続き」に進み、認証手続きに関する通信を
実施する。そしてＳ４１６「ＥＮＤ」にて通信端末４０との通信接続処理を完了して、元
のプログラムルーチンに戻る。
【００９６】
一方、通信端末４０の処理プログラムでは、電子カメラ１０と通信端末４０とがお互いに
通信圏内に入るとこれを認識して、通信端末４０のプログラムはＳ４２０「ＳＴＡＲＴ」
に分岐してくる。次のＳ４２２「探索モード開始」では、ＣＰＵ６２は無線通信手段４４
から探索信号を含む電波を発し、接続機器を探索する処理を開始する。この時、通信して
いる電子カメラ１０の機器名等の情報や、他の通信圏内に通信可能に存在する接続機器名
等の情報を表示し、利用者がこの中から所望の機器を選択指定してもよい。
【００９７】
接続機器の探索が終了したら、次のＳ４２４「接続確認図形表示」に進み、所定の表示パ
ターンを表示手段４６に表示して、次のＳ４２６「確認検出」に進む。Ｓ４２６では、電
子カメラ１０から送信されてくる「図形確認」信号を待つ処理を行っている。もし、Ｓ４
２６で「図形確認」を受信していない場合にはプログラムは再びＳ４２６に戻ってループ
を行っており、もし、「図形確認」を受信した場合には次のＳ４２８「接続許可送信」に
進む。
【００９８】
次のＳ４２８では、通信端末４０から電子カメラ１０に対して通信接続の許可信号を送信
する。その後電子カメラ１０と通信端末４０とは相互に通信を実施してＳ４３０「認証手
続き」にて相互の認証を確立する。
【００９９】
上記認証手続きが終了したらＳ４３２「ＥＮＤ」にて電子カメラ１０との接続処理を完了
して、元のプログラムルーチンに戻る。
【０１００】
図１０に、通信端末４０の表示手段４６に表示されている「確認図形」を電子カメラ１０
が撮影している状態を示す。
【０１０１】
同図に示すように、電子カメラ１０のモードを確認モードに自動で設定して、通信端末４
０の表示手段４６に表示されている「確認図形」を認識することによって、相互確認の手
続きを実行するとともに通信を確立することができる。確認図形は文字のパターンであっ
てもよいし、図形のパターンであってもよい。
【０１０２】
図１１に、図９に示した電子カメラ１０と通信端末４０とが通信を確立する際の他の実施
の形態のフローチャートを示す。図９に示した接続の確認方法は「図形認識」によるもの
であるが、図１１に示した接続の確認方法は「点滅周期認識」によるものである。
【０１０３】
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同図のフローチャートの説明は、図９に示したフローチャートと異なる部分のみ行い、同
じ処理の部分は省略する。
【０１０４】
図９に示した電子カメラ１０の処理プログラムとの相違点は、図９のＳ４０６「接続確認
図形」で実施した、表示手段４６に表示されている表示パターンや表示の点滅状態を撮影
して通信端末４０を認識する代わりに、Ｓ４０７「確認用点滅周期」で表示手段４６に表
示されている「接続確認点滅表示」を撮影して、点滅の周期を認識している点である。以
降の処理は、図９に示した処理と同様に行う。
【０１０５】
また、図９に示した通信端末４０の処理プログラムとの相違点は、図９のＳ４２４「接続
確認図形表示」で「接続確認図形」を表示する代わりに、Ｓ４２５「接続確認点滅表示」
にて表示を所定の周期で点滅するようにした点と、Ｓ４２７「点滅停止」にてＳ４２５で
点滅した表示をＳ４２６の確認検出に伴って停止する処理を加えたことである。
【０１０６】
上記の表示手段４６に表示されている点滅周期を認識することによって、相互確認の手続
きを実行するとともに通信を確立することができる。確認点滅の表示は文字のパターンで
あってもよいし、図形のパターンであってもよい。
【０１０７】
図１２に、電子カメラ１０と通信端末４０とが通信を確立する際の他の実施の形態のフロ
ーチャートを示す。
【０１０８】
電子カメラ１０と通信端末４０とがお互いに通信圏内に入ると、お互いの機器はこれを認
識して電子カメラ１０のプログラムはＳ５００「ＳＴＡＲＴ」に分岐してくる。次のＳ５
０２「探索モード開始」では、情報処理手段１４の指令によってアンテナ３０から探索信
号を含む電波を発し、通信端末４０を探索する処理を開始する。
【０１０９】
そして次のＳ５０４「振動監視開始」では、振動検出手段１５をイネーブルにして振動検
出手段１５から出力される振動データを監視する処理を開始する。次のＳ５０６「衝撃検
知」では、振動検出手段１５から出力される振動データを逐次監視して、電子カメラ１０
と通信端末４０とが接触した場合に発生する衝撃値を振動として認知したか否かの判断を
行っている。もし、衝撃を検知していない場合には再びＳ５０６に戻ってループし、もし
、衝撃を検知した場合には次のＳ５０８「振動監視停止」に進み、振動検出手段１５のイ
ネーブルを解除して振動データの監視を中止する。
【０１１０】
次のＳ５１０「衝撃確認送信」では、衝撃を検知したことを示す「衝撃確認」情報を通信
端末４０に送信する処理を行い、次のＳ５１２「接続許可受信」に進む。
【０１１１】
次のＳ５１２「接続許可受信」の判断で、通信端末４０から「接続許可」を受信しなかっ
た場合には再びＳ５１２に戻るループを行っており、通信端末４０から「接続許可」を受
信した場合には次のＳ５１４「認証手続き」に進み、認証手続きに関する通信を実施する
。そしてＳ５１６「ＥＮＤ」にて通信端末４０との通信接続処理を完了して、元のプログ
ラムルーチンに戻る。
【０１１２】
一方、通信端末４０の処理プログラムでは、電子カメラ１０と通信端末４０とがお互いに
通信圏内に入るとこれを認識して、通信端末４０のプログラムはＳ５２０「ＳＴＡＲＴ」
に分岐してくる。次のＳ５２２「探索モード開始」では、ＣＰＵ６２は無線通信手段４４
から探索信号を含む電波を発し、接続機器を探索する処理を開始する。この時、通信して
いる電子カメラ１０の機器名等の情報や、他の通信圏内に通信可能に存在する接続機器名
等の情報を表示し、利用者がこの中から所望の機器を選択してもよい。
【０１１３】
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接続機器の探索が終了したら、次のＳ５２４「マイク入力監視」に進み、逐次マイク５２
から入力される衝撃音を監視する処理を開始し、次のＳ５２６「衝撃音検出」に進み、所
定の周波数又は音量以上の衝撃音を検出したか否かの判断を実施する。もし、マイク入力
が衝撃音を検出していないと判断した場合には再びＳ５２６に戻るループ処理を行い、も
し、マイク入力が衝撃音を検出したと判断した場合にはＳ５２８「衝撃確認検出」に進む
。
【０１１４】
次のＳ５２８「衝撃確認検出」では、電子カメラ１０から「衝撃確認」の送信があったか
否かの判断を実施している。もし、電子カメラ１０から「衝撃確認」の送信がなかったと
判断した場合には再びＳ５２８に戻るループ処理を行い、もし、「衝撃確認」の送信があ
ったと判断した場合にはＳ５３０「接続許可送信」に進む。
【０１１５】
次のＳ５３０では、通信端末４０から電子カメラ１０に対して通信接続の許可信号を送信
する。その後電子カメラ１０と通信端末４０とは相互に通信を実施してＳ５３２「認証手
続き」にて相互の認証を確立する。
【０１１６】
上記認証手続きが終了したらＳ５３４「ＥＮＤ」にて電子カメラ１０との接続処理を完了
して、元のプログラムルーチンに戻る。
【０１１７】
上述のように、電子カメラ１０を自動で衝撃確認のモードに設定して、電子カメラ１０と
通信端末４０とを軽く接触音が発生する程度に接触させると、通信端末４０はマイク５２
で接触音を検出するとともに、電子カメラ１０は振動検出手段１５で接触による衝撃を検
出して、相互認証の手続きを実行し、通信を確立することができる。また、接触の検出手
段には、撮影時の手ぶれ検出用のセンサを用いてもよいし、導電率の変化や静電容量の変
化を検出してもよいし、オートフォーカス手段を用いて電子カメラ１０と通信端末４０と
の距離の変化を検出するようにしてもよい。
【０１１８】
図１３に、電子カメラ１０と通信端末４０とが通信を確立する際の他の実施の形態のフロ
ーチャートを示す。
【０１１９】
電子カメラ１０と通信端末４０とがお互いに通信圏内に入ると、お互いの機器はこれを認
識して電子カメラ１０のプログラムはＳ６００「ＳＴＡＲＴ」に分岐してくる。次のＳ６
０２「探索モード開始」では、情報処理手段１４の指令によってアンテナ３０から探索信
号を含む電波を発し、通信端末４０を探索する処理を開始する。もし、電子カメラ１０が
通信端末４０から出力された探索信号を受信すると、電子カメラ１０は通信を確立するた
めに通信端末４０から固有のアドレスを受け取り、新たに通信ネットワークに加わって接
続ハンドシェイクを行うための処理に入る。この時、表示手段３２に通信していることや
相手の接続機器や通信端末４０の機器名等の情報を表示して、利用者がこの中から所望の
通信相手を選択指定してもよい。
【０１２０】
Ｓ６０４「製品名要求」では、通信端末４０から無線で電子カメラ１０の製品名等の属性
の送信要求が来るのを待つ処理を行っている。もし、「製品名要求」が無い場合には再び
Ｓ６０４に分岐してループし、もし、「製品名要求」があった場合には次のＳ６０６「製
品名送信」に進み、電子カメラ１０の製品名に関する情報を送信する。
【０１２１】
次のＳ６０８「接続許可受信」では、通信端末４０から無線で電子カメラ１０との「接続
許可」を受信するのを待つ処理を行っている。もし、「接続許可」が無い場合には再びＳ
６０８に分岐してループしており、「接続許可」があった場合には次のＳ６１０「認証手
続き」に進み、認証手続きに関する通信を実施する。そしてＳ６１２「ＥＮＤ」にて通信
端末４０との接続処理を完了して、元のプログラムルーチンに戻る。
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【０１２２】
一方、通信端末４０の処理プログラムでは、電子カメラ１０と通信端末４０とがお互いに
通信圏内に入るとこれを認識して、通信端末４０のプログラムはＳ６２０「ＳＴＡＲＴ」
に分岐してくる。次のＳ６２２「探索モード開始」では、ＣＰＵ６２は無線通信手段４４
から探索信号を含む電波を発し、接続機器を探索する処理を開始する。この時、通信して
いる電子カメラ１０の機器名等の情報や、他の通信圏内に通信可能に存在する接続機器名
等の情報を表示して、利用者が所望の機器を選択指定してもよい。
【０１２３】
Ｓ６２４「製品名要求送信」では、通信端末４０から無線で電子カメラ１０に製品名等の
属性を送信するよう要求する。そして次のＳ６２６「製品名受信」では、電子カメラ１０
から発せられる電子カメラ１０の製品名に関する情報の受信を待つ処理を行っている。も
し、「製品名」の受信が行われない場合には再びＳ６２６に分岐してループしており、も
し、「製品名」の受信があった場合にはＳ６２８「製品名表示」に進む。
【０１２４】
次のＳ６２８「製品名表示」では、表示手段４６にＰＲＯＭ６４に格納されている接続機
器の外形や名称等の識別情報を表示する。
【０１２５】
図１４に、通信端末４０の表示手段４６に表示される接続機器の識別情報の表示４５を示
す。
【０１２６】
同図によれば、通信端末４０の表示手段４６には、通信端末４０の電源である電池の残容
量を示す電池残容量表示８２と、無線の受信電波強度を表示する受信電波強度表示８４と
、接続機器の名称表示８６、８６…と、接続機器である電子カメラ１０を選択する際の反
転表示８８とが表示されている。
【０１２７】
次のＳ６３０「↑キー押し」では、指定手段４８に設けられている「↑キー」が押されて
いるか否かの判断を行っている。もし「↑キー」が押されている場合にはＳ６３２「表示
ＵＰ」に進み、表示手段４６に表示されている反転表示８８を一つ上の接続機器の名称表
示８６に移動する。そして反転表示８８の移動が終了したらＳ６３８「設定キー押し」に
進む。
【０１２８】
もし、Ｓ６３０で「↑キー」が押されていないと判断した場合には、次のＳ６３４「↓キ
ー押し」の判断に進み、ここでは指定手段４８に設けられている「↓キー」が押されてい
るか否かの判断を行っている。もし「↓キー」が押されている場合にはＳ６３６「表示Ｄ
ＯＷＮ」に進み、表示手段４６に表示されている反転表示８８を一つ下の接続機器の名称
表示８６に移動して接続機器を特定する。そして反転表示８８の移動が終了したらＳ６３
８「設定キー押し」に進む。
【０１２９】
Ｓ６３８では、指定手段４８に設けられている「設定キー」が押されているか否かの判断
を行っている。Ｓ６３８で「設定キー」が押されていないと判断した場合には、以前のＳ
６３０「↑キー押し」に分岐する。もし「設定キー」が押された場合にはＳ６４０「接続
機器設定」に進み、接続機器の機種に関する定数やフラグ、パラメータの設定を実施する
。
【０１３０】
次のＳ６４２「接続許可送信」では、通信端末４０から電子カメラ１０に対して通信接続
の許可信号を送信する。その後電子カメラ１０と通信端末４０とは相互に通信を実施して
Ｓ６４４「認証手続き」にて相互の認証を確立し、以降通信を継続する。
【０１３１】
上記認証手続きが終了したらＳ６４６「ＥＮＤ」にて電子カメラ１０との接続処理を完了
して、元のプログラムルーチンに戻る。
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【０１３２】
上述のように、電子カメラ１０を確認のモードに設定して通信端末４０との通信圏内に入
ると、通信端末４０の表示手段４６に接続可能な機器名が表示され、利用者が十字キー等
の指定手段４８を用いて接続機器を選択指定すると、相互認証の手続きを実行し、通信を
確立することができる。
【０１３３】
図１５に、電子カメラ１０と通信端末４０とが通信を確立する際の他の実施の形態のフロ
ーチャートを示す。
【０１３４】
図１５の実施の形態は、図１３に示した通信端末４０のプログラムに、接続禁止の拒否設
定モードを付け加えて無線通信の接続禁止を指定することを可能としたものである。従っ
て、図１３の実施の形態で説明したフローと同じフローの説明は省略し、異なるフローに
ついてのみ以下に説明する。
【０１３５】
Ｓ６４４「認証手続き」にて電子カメラ１０と通信端末４０との認証手続きが終了すると
、次のＳ６５０「拒否設定モード」に進む。
【０１３６】
Ｓ６５０では、指定手段４８から拒否設定のモードを指定されたか否かの判断を行ってい
る。なおこの時、表示手段４６に設定趣旨や設定方法、手順を利用者に通知しておくとよ
い。もし、Ｓ６５０で拒否設定モードが指定されていない場合には再びＳ６５０に進みル
ープ処理を行い、もし、拒否設定モードが指定された場合には次のＳ６５２「拒否設定表
示開始」に進み、表示手段４６にＰＲＯＭ６４に格納されている接続機器の外形や名称等
の識別情報を表示する。
【０１３７】
図１６に、通信端末４０の表示手段４６に表示される接続機器の識別情報の表示４５を示
す。
【０１３８】
同図によれば、通信端末４０の表示手段４６には、通信端末４０の電源である電池の残容
量を示す電池残容量表示８２と、無線の受信電波強度を表示する受信電波強度表示８４と
、接続機器の名称表示８６と、接続機器である電子カメラ１０を選択する際の反転表示８
８と、接続拒否機器の名称が枠で囲まれている接続拒否機器表示９０とが表示されている
。
【０１３９】
次のＳ６５４「↑キー押し」では、指定手段４８に設けられている「↑キー」が押されて
いるか否かの判断を行っている。もし「↑キー」が押されている場合にはＳ６５６「表示
ＵＰ」に進み、表示手段４６に表示されている接続拒否機器表示９０を一つ上の接続機器
の名称表示８６に移動する。そして接続拒否機器表示９０の移動が終了したらＳ６６２「
設定キー押し」に進む。
【０１４０】
もし、Ｓ６６２で「↑キー」が押されていないと判断した場合には、次のＳ６５８「↓キ
ー押し」の判断に進み、ここでは指定手段４８に設けられている「↓キー」が押されてい
るか否かの判断を行っている。もし「↓キー」が押されている場合にはＳ６６０「表示Ｄ
ＯＷＮ」に進み、表示手段４６に表示されている接続拒否機器表示９０を一つ下の接続機
器の名称表示８６に移動して接続拒否機器を特定する。そして接続拒否機器表示９０の移
動が終了したらＳ６６２「設定キー押し」に進む。
【０１４１】
Ｓ６６２では、指定手段４８に設けられている「設定キー」が押されているか否かの判断
を行っている。Ｓ６６２で「設定キー」が押されていないと判断した場合には、以前のＳ
６５４「↑キー押し」に分岐する。もし「設定キー」が押された場合にはＳ６６４「拒否
機器設定」に進み、指定された接続機器と通信接続しないことを設定し、次のＳ６６６「
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ＥＮＤ」に進み、元のプログラムルーチンに戻る。
【０１４２】
図１７に、電子カメラ１０と通信端末４０とが通信を確立する際の他の実施の形態のフロ
ーチャートを示す。
【０１４３】
電子カメラ１０と通信端末４０とがお互いに通信圏内に入ると、お互いの機器はこれを認
識して電子カメラ１０のプログラムはＳ７００「ＳＴＡＲＴ」に分岐してくる。次のＳ７
０２「探索モード開始」では、情報処理手段１４の指令によってアンテナ３０から探索信
号を含む電波を発し、通信端末４０を探索する処理を開始する。
【０１４４】
もし、Ｓ７０４「接続可能機器有り」の判断にて電子カメラ１０が通信端末４０から出力
された探索信号を受信すると、電子カメラ１０は通信を確立するために通信端末４０から
固有のアドレスを受け取り、新たに通信ネットワークに加わって接続ハンドシェイクを行
うための処理に入る。この時表示手段３２に通信していることや相手の接続機器や通信端
末の機器名等の識別情報を表示して、この中から利用者が所望の機器を選択指定してもよ
い。
【０１４５】
Ｓ７０６「接続確認受信」では、通信端末４０から無線で電子カメラ１０に対する「接続
確認」信号が送信されて来るのを待つ処理を行っている。もし、「接続確認」が送信され
て来ない場合には再びＳ７０６に戻ってＳ７０６をループし、「接続確認」が送信されて
きた場合には次のＳ７０８「接続開始送信」の処理に進む。
【０１４６】
次のＳ７０８「接続開始送信」では、電子カメラ１０から通信端末４０に対して自動で相
互認証を行うために「接続開始」を行うための要求コマンドを送信し、Ｓ７１４「接続許
可受信」の判断に進む。
【０１４７】
Ｓ７１４「接続許可受信」判断で、通信端末４０から「接続許可」を受信しなかった場合
には再びＳ７１４を戻るループを行っており、通信端末４０から「接続許可」を受信した
場合には次のＳ７１６「認証手続き」に進み、認証手続きに関する通信を実施する。そし
てＳ７１８「ＥＮＤ」にて通信端末４０との通信接続処理を完了して、元のプログラムル
ーチンに戻る。
【０１４８】
一方、通信端末４０の処理プログラムでは、電子カメラ１０と通信端末４０とがお互いに
通信圏内に入るとこれを認識して、通信端末４０のプログラムはＳ７２０「ＳＴＡＲＴ」
に分岐してくる。次のＳ７２２「探索モード開始」では、ＣＰＵ６２は無線通信手段４４
から探索信号を含む電波を発し、接続機器を探索する処理を開始する。この時、通信して
いる電子カメラ１０の機器名等の情報や、他の通信圏内に通信可能に存在する接続機器名
等の情報を表示し、利用者がこの中から所望の通信相手を選択指定してもよい。
【０１４９】
もし、Ｓ７２４「接続可能機器あり」の判断にて通信端末４０が電子カメラ１０から出力
された探索信号を受信すると、通信端末４０は通信を確立するために、新たな通信ネット
ワークに加わった通信端末４０を認識して固有のアドレスを振り分け、接続ハンドシェイ
クを行うための処理に入る。
【０１５０】
次のＳ７２８では、通信端末４０から無線で電子カメラ１０に対して通信を確立すること
を示すコマンド「接続確認」を送信し、次のＳ７３０「接続開始受信」に進む。Ｓ７３０
では、通信端末４０から「接続開始」の要求コマンドが送信されるのを待つ処理を行なっ
ている。電子カメラ１０がＳ７０８「接続開始送信」にて「接続開始」を要求するコマン
ドを送信し、これを通信端末４０が受信した場合には、Ｓ７３０からＳ７３２「接続許可
送信」に進む。
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【０１５１】
Ｓ７３２「接続許可送信」では、通信端末４０から電子カメラ１０に対して通信接続の許
可信号を送信する。その後電子カメラ１０と通信端末４０とは相互に通信を実施してＳ７
３４「認証手続き」にて相互の認証を確立する。
【０１５２】
上記認証手続きが終了したら通信端末４０は、Ｓ７３６「着信音鳴らす」にてスピーカ５
０から着信音を鳴らし、通信の接続が確立されたことを利用者に通知する。そして次のＳ
１３６「ＥＮＤ」に進み、電子カメラ１０との接続処理を完了して、元のプログラムルー
チンに戻る。
【０１５３】
上述の説明では、電子カメラ１０と通信端末４０との通信が確立されたことをスピーカ５
０から発せられる音で利用者に通知した例で説明したが、本発明はこれに限定されるもの
ではなく、表示、表示の点灯、点滅、振動等により利用者に通知してもよい。
【０１５４】
図１８に、図１７に示した電子カメラ１０と通信端末４０とが通信を確立する際の他の実
施の形態のフローチャートを示す。図１７に示した方法で通信を確立すると電子カメラ１
０の認証コードを持ち続けることになるが、図１８に示した方法では通信の確立後に「ワ
ンタイムモード」の設定を可能にし、相互認証を１回限り行うモードを設けたことを特徴
としている。この「ワンタイムモード」を設定すると、コマーシャル情報などのような１
回限り接続して情報を伝達すれば後の通信が不要である場合に有効で、以降不要な接続処
理を防止することができる。
【０１５５】
同図のフローチャートの説明は、図１７に示したフローチャートと異なる部分のみ行い、
同じ処理の部分は省略する。
【０１５６】
図１７に示した電子カメラ１０の処理プログラムとの相違点は、図１７のＳ７３４「認証
手続き」以降の、ワンタイムモードの設定部分である。Ｓ７３４で電子カメラ１０の認証
手続きが終了すると、Ｓ７４０「ワンタイムモード」を設定する判断に進む。ここでは、
通信端末４０の表示手段４６に「ワンタイムモード」を設定する旨の表示を行い、利用者
は指定手段４８を用いて「ワンタイムモード」の設定を行う。もし、Ｓ７４０で「ワンタ
イムモード」の設定を行う場合にはＳ７４２「認証コードを禁止設定」に進み、初回の通
信の後に認証コードを解除する設定を行い、Ｓ７４４「ＥＮＤ」に進む。もし、Ｓ７４０
で「ワンタイムモード」の設定を行わない場合には、Ｓ７４４「ＥＮＤ」へ直接進み、電
子カメラ１０との接続処理を完了して、元のプログラムルーチンに戻る。
【０１５７】
図１９に、通信端末４０における「ワンタイムモード」を継続又は解除するフローチャー
トを示す。
【０１５８】
「ワンタイムモード」の継続又は解除の設定を指定するとプログラムはＳ７５０「ＳＴＡ
ＲＴ」にジャンプしてくる。次のＳ７５２「ワンタイム解除モード」では、利用者の入力
による指定が「ワンタイム解除」であるか否かの判断を行っている。もし、「ワンタイム
解除」でない場合には、Ｓ７５６「ＥＮＤ」に分岐し、もし、「ワンタイム解除」である
場合には、Ｓ７５４「禁止された認証コード復活」に進み、図１８のＳ７４２で禁止設定
した認証コードを復活して通信を確立する処理を行い、元のプログラムルーチンに戻る。
【０１５９】
図２０に、図１７に示した電子カメラ１０と通信端末４０とが通信を確立する際の他の実
施の形態のフローチャートを示す。図１７に示した接続方法で通信を確立すると通信端末
４０は着信音を発して接続を認知しているが、図２０に示した接続方法では、１回目の通
信の接続後に認証手続きの際に共通キーを用いて利用者の認識情報とし、２回目の通信接
続後の認証手続きの際に固有のキーを発行して利用者の認識情報とする。
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【０１６０】
図２０に示した電子カメラ１０の処理プログラムと、図１７に示したフローとは同一であ
るので説明を省略する。
【０１６１】
図２０の通信端末４０のフローチャートの説明は、図１７に示したフローチャートと異な
る部分のみ行い、同じ処理の部分は省略する。Ｓ７３２「接続許可送信」にて通信端末４
０が電子カメラ１０に対して「接続許可」を送信すると、プログラムは次のＳ７６０「１
回目の接続」の判断に進む。Ｓ７６０では、今回の接続が１回目（初回）の接続であるか
否かの判断を行っている。もし、今回の接続が１回目である場合にはＳ７６２「認証手続
き共通キー発行」に進み、電子カメラ１０に対して認証手続きを行うとともに「共通キー
」を発行して共通のキーが押された場合にのみ通信の接続を確立する。Ｓ７６２の処理が
終了したら、次のＳ７６４「ＥＮＤ」に進み、元のプログラムルーチンに戻る。
【０１６２】
もし、今回の接続が１回目でない場合にはＳ７６６「２回目の接続」の判断に進み、もし
、Ｓ７６６にて今回の接続が２回目であると判断した場合にはＳ７６８「認証手続き固有
キー発行」に進み、電子カメラ１０に対して認証手続きを行うとともに「固有キー」を発
行して固有のキーが押された場合にのみ通信の接続を確立する。Ｓ７６８の処理が終了し
たら、次のＳ７６４「ＥＮＤ」に進み、元のプログラムルーチンに戻る。
【０１６３】
Ｓ７６６にて今回の接続が２回目でないと判断した場合（３回目以降の接続である場合）
には、Ｓ７７２「固有キー？」に進み、前述のＳ７６８で発行された固有キーが押された
か否かの判断を行う。もし押されたキーが、Ｓ７６８で発行された固有キーでない場合に
はＳ７６４「ＥＮＤ」に進み、元のサブルーチンに戻る。もし、押されたキーがＳ７６８
で発行された固有キーである場合にはＳ７７２「認証手続き」に進み、電子カメラ１０に
対して認証手続きを行い通信の接続を確立する。Ｓ７７２の処理が終了したら、次のＳ７
６４「ＥＮＤ」に進み、元のプログラムルーチンに戻る。
【０１６４】
上記のように接続の際に発行される共通キーや固有キーを識別に用いることによって、利
用者を容易に識別することが可能となる。
【０１６５】
【発明の効果】
以上説明したように本発明に係る無線ＬＡＮの接続先選択方法によれば、被接続機器と接
続機器とが無線通信圏内に入ると自動で通信を開始し、前記被接続機器は前記接続機器か
ら該接続機器を特定することが可能な識別情報を受信し、前記被接続機器の表示手段には
接続機器を識別する識別情報を表示し、該表示の中から所望の接続機器を指定すると該接
続機器と前記被接続機器との無線接続を確立するようにしたので、被接続機器の通信圏内
に存在する複数の接続機器から所望の接続機器を選択して通信することが可能となる。
【０１６６】
また、他の発明の形態によれば、接続機器に設けられているキーと被接続機器に設けられ
ているキーとの押し方に応じて、前記接続機器と前記被接続機器との無線接続を確立する
ようにしたので、被接続機器の通信圏内に存在する複数の接続機器から所望の接続機器を
選択して通信することが可能となる。
【０１６７】
また、他の発明の形態によれば、接続機器に設けられている所定のキーと、被接続機器に
設けられている所定のキーとをほぼ同時期に押すと、前記接続機器と前記被接続機器との
無線接続を確立するようにしたので、被接続機器の通信圏内に存在する複数の接続機器か
ら所望の接続機器を選択して通信することが可能となる。
【０１６８】
また、他の発明の形態によれば、接続機器に設けられている所定のキーと被接続機器に設
けられている所定のキーとを予め定められた所定の順序で押すと、前記接続機器と前記被
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接続機器との無線接続を確立するようにしたので、被接続機器の通信圏内に存在する複数
の接続機器から所望の接続機器を選択して通信することが可能となる。
【０１６９】
また、他の発明の形態によれば、接続機器から発する接続機器固有の音を被接続機器が受
信すると、前記接続機器と前記被接続機器との無線接続を確立するようにしたので、被接
続機器の通信圏内に存在する複数の接続機器から所望の接続機器を選択して通信すること
が可能となる。
【０１７０】
また、他の発明の形態によれば、接続機器が被接続機器の表示手段に表示されている表示
を撮影し、被接続機器の表示内容を検出し、この表示内容が所定の表示内容であった場合
には被接続機器と無線接続を確立するようにしたので、被接続機器の通信圏内に存在する
複数の接続機器から所望の接続機器を選択して通信することが可能となる。
【０１７１】
また、他の発明の形態によれば、接続機器と被接続機器とを接触させると、前記接続機器
と前記被接続機器とは相互を認識して無線接続を確立するようにしたので、被接続機器の
通信圏内に存在する複数の接続機器から所望の接続機器を選択して通信することが可能と
なる。
【０１７２】
また、他の発明の形態によれば、接続機器と被接続機器とが通信可能圏内に入ると自動で
無線接続を確立し、該無線接続の確立が終了すると、被接続機器に設けられた通知手段か
ら音、光又は振動を発して無線接続が確立したことを利用者に通知するようにしたので、
被接続機器の通信圏内に存在する複数の接続機器から所望の接続機器が選択されたことを
容易に知ることが可能となる。
【０１７３】
また、他の発明の形態によれば、接続機器と被接続機器とが通信可能圏内に入ると自動で
通信を開始し、１回目の接続である場合には前記接続機器に対して認証に用いる共通のキ
ー情報を送信し、前記接続機器に設けられている共通のキーと前記被接続機器に設けられ
ている共通のキーとが押されたことを検知して無線接続を確立し、２回目の接続である場
合には前記接続機器に対して認証に用いる所定のキー情報を送信し、前記接続機器に設け
られている所定のキーと前記被接続機器に設けられている所定のキーとが押されたことを
検知して利用者を認識する情報として通信を継続し、３回目以降の接続である場合には前
記接続機器に設けられている所定のキーと前記被接続機器に設けられている所定のキーと
が押されたことを検知して利用者を認識するとともに通信を継続するようにしたので、被
接続機器の通信圏内に存在する複数の接続機器から所望の接続機器を容易に選択して通信
することが可能となる。
【０１７４】
また、他の発明の形態によれば、接続機器と被接続機器とが通信可能圏内に入ると自動で
相互を認証して無線接続を確立し、相互の認証を初回の１回限りとするモードと、２回目
以降も相互の認証を行うモードとを被接続機器に設けられた指定手段から利用者が指定可
能であるようにしたので、被接続機器の通信圏内に存在する複数の接続機器から所望の接
続機器を選択して通信することが可能となるとともに、不要な通信を防止することが可能
となる。
【図面の簡単な説明】
【図１】無線通信端末と無線接続可能な電子カメラの斜視図
【図２】電子カメラの背面図
【図３】電子カメラのブロック図
【図４】通信端末の外観図
【図５】通信端末のブロック図
【図６】電子カメラと通信端末とが通信を確立する際のフローチャート
【図７】電子カメラと通信端末とが通信を確立する際の他の実施の形態を示すフローチャ
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ート
【図８】電子カメラと通信端末とが通信を確立する際の他の実施の形態を示すフローチャ
ート
【図９】電子カメラと通信端末とが通信を確立する際の他の実施の形態を示すフローチャ
ート
【図１０】通信端末の表示手段に表示されている「確認図形」を電子カメラが撮影してい
る状態を示す図
【図１１】電子カメラと通信端末とが通信を確立する際の他の実施の形態を示すフローチ
ャート
【図１２】電子カメラと通信端末とが通信を確立する際の他の実施の形態を示すフローチ
ャート
【図１３】電子カメラと通信端末とが通信を確立する際の他の実施の形態を示すフローチ
ャート
【図１４】通信端末の表示手段に表示される接続機器情報の表示を示す図
【図１５】電子カメラと通信端末とが通信を確立する際の他の実施の形態を示すフローチ
ャート
【図１６】通信端末の表示手段に表示される接続機器情報の表示を示す図
【図１７】電子カメラと通信端末とが通信を確立する際の他の実施の形態を示すフローチ
ャート
【図１８】電子カメラと通信端末とが通信を確立する際の他の実施の形態を示すフローチ
ャート
【図１９】電子カメラと通信端末とが通信を確立する際の他の実施の形態を示すフローチ
ャート
【図２０】電子カメラと通信端末とが通信を確立する際の他の実施の形態を示すフローチ
ャート
【符号の説明】
２…レリーズボタン、４…撮影レンズ、６…モード切り換えダイヤル、８…十字キー、９
…ファインダー、１０…電子カメラ、１２…撮像手段、１３…ブザー、１４…情報処理手
段、１５…振動検出手段、１６…画像処理手段、１８…フレームメモリ、１９…入力手段
、２０…圧縮解凍手段、２２…記録媒体、２４…記録媒体インターフェース、２６…メモ
リ、２８…送受信手段、３０…アンテナ、３２…表示手段、３４…Ｄ／Ａ変換器、３６…
キャラクタジェネレータ、４０…通信端末、４２…アンテナ、４４…無線通信手段、４５
…表示、４６…表示手段、４８、４８…指定手段、５０…スピーカ、５２…マイク、５４
…無線通信手段、５６…送受信手段、５８…送受信手段、６０…送受信バッファ、６２…
ＣＰＵ、６４…ＰＲＯＭ、６６…ＲＡＭ、８２…電池残容量表示、８４…電波強度表示、
８６、８６…名称表示、８８…反転表示、９０…接続拒否機器表示
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【 図 １ 】

【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】 【 図 ５ 】
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【 図 ６ 】 【 図 ７ 】

【 図 ８ 】 【 図 ９ 】
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【 図 １ ０ 】 【 図 １ １ 】

【 図 １ ２ 】 【 図 １ ３ 】
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【 図 １ ４ 】 【 図 １ ５ 】

【 図 １ ６ 】 【 図 １ ７ 】
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【 図 １ ８ 】 【 図 １ ９ 】

【 図 ２ ０ 】
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