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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　接続されている複数の装置から画像を受信する通信部と、
　前記通信部により受信される画像を表示させる表示制御部と、
　を備え、
　前記表示制御部は、表示させる画像が前記通信部により受信されなくなった場合、表示
させる画像を、前記複数の装置のうちの通信に基づく履歴から特定される装置から受信さ
れる画像に切り替える、情報処理装置。
【請求項２】
　前記特定される装置は、受信される画像の表示履歴に基づいて特定される、請求項１に
記載の情報処理装置。
【請求項３】
　前記特定される装置は、前記通信部により受信されなくなった画像が表示される前に表
示された画像を送信する装置である、請求項２に記載の情報処理装置。
【請求項４】
　前記特定される装置は、他の画像よりも表示時間の長い画像を送信する装置である、請
求項２に記載の情報処理装置。
【請求項５】
　前記特定される装置は、通信接続履歴に基づいて特定される、請求項１に記載の情報処
理装置。
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【請求項６】
　前記特定される装置は、他の装置よりも接続時間の長い装置である、請求項５に記載の
情報処理装置。
【請求項７】
　前記特定される装置は、他の装置よりも電波強度が高い装置である、請求項５に記載の
情報処理装置。
【請求項８】
　ユーザにより操作が行われる操作部をさらに備え、
　前記表示制御部は、前記操作部に対して行われる操作に応じて選択される、接続されて
いる装置に対応するＧＵＩを表示させ、表示させる画像を、選択されたＧＵＩに係る装置
が送信する画像に切り替える、請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項９】
　前記表示制御部は、接続が切断された装置に係るＧＵＩを削除した場合、削除されたＧ
ＵＩの削除前の表示位置に相当する領域に他の装置に係るＧＵＩの表示をさせず、前記接
続が切断された装置が再接続されると、前記領域に再接続された装置に係るＧＵＩを表示
させる、請求項８に記載の情報処理装置。
【請求項１０】
　前記表示制御部は、前記接続が切断された装置が再接続されず、かつＧＵＩの表示領域
が不足した場合、前記領域に対する他の装置に係るＧＵＩの表示を可能にする、請求項９
に記載の情報処理装置。
【請求項１１】
　前記表示制御部は、ＧＵＩに係る装置を識別可能なように表示させる、請求項８に記載
の情報処理装置。
【請求項１２】
　前記ＧＵＩは、前記ＧＵＩに係る装置の動作状態を示す、請求項８に記載の情報処理装
置。
【請求項１３】
　前記表示制御部は、通信処理中の装置に係るＧＵＩの周辺に通信処理中であることを示
すオブジェクトを表示する、請求項８に記載の情報処理装置。
【請求項１４】
　前記表示制御部は、表示させている画像を送信する装置を示すようにＧＵＩを表示する
、請求項８に記載の情報処理装置。
【請求項１５】
　前記ＧＵＩは、前記操作部に隣接する位置に表示される、請求項８に記載の情報処理装
置。
【請求項１６】
　前記表示制御部は、前記ＧＵＩを、装置が接続された順に並べて表示させる、請求項８
に記載の情報処理装置。
【請求項１７】
　接続されている複数の装置から画像を受信することと、
　受信される画像を表示させることと、
　表示させる画像が受信されなくなった場合、表示させる画像を、前記複数の装置のうち
の通信に基づく履歴から特定される装置から受信される画像に切り替えることと、
　を含む情報処理方法。
【請求項１８】
　接続されている複数の装置から画像を受信する通信機能と、
　前記通信機能により受信される画像を表示させ、
　表示させる画像が前記通信機能により受信されなくなった場合、表示させる画像を、前
記複数の装置のうちの通信に基づく履歴から特定される装置から受信される画像に切り替
える表示制御機能と、
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　をコンピュータに実現させるためのプログラム。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、情報処理装置、情報処理方法およびプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、デジタルカメラ等の撮像装置に通信技術を適用した製品が一般に流通するように
なっている。このような撮像装置は、外部の情報処理装置等から通信を介して動作が制御
され得る。
【０００３】
　例えば、特許文献１では、１のリモートコントローラを用いて複数の撮像装置の動作を
制御し、各々の撮像装置から得られる画像をリモートコントローラの有するディスプレイ
に表示する発明が開示されている。
【０００４】
　また、特許文献２では、１のモニタおよび複数の撮像装置が通信接続され、撮像装置の
各々から得られる画像をモニタに表示する発明が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００１－３２６８４５号公報
【特許文献２】特開２０１２－１１９８４６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかし、特許文献１および２の発明では、リモートコントローラおよびモニタで表示中
の画像を送信する撮像装置との通信接続が切断された場合に、画面の一部または全部が表
示されなくなる。そのため、ユーザが表示させる画像を切り替える等の操作を行うことに
なる。
【０００７】
　そこで、本開示は、ユーザが操作を行うことなく画像を切り替えることが可能な、新規
かつ改良された情報処理装置、情報処理方法およびプログラムを提案する。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本開示によれば、接続されている複数の装置から画像を受信する通信部と、前記通信部
により受信される画像を表示させる表示制御部と、を備え、前記表示制御部は、表示させ
る画像が前記通信部により受信されなくなった場合、表示させる画像を、前記複数の装置
のうちの通信に基づく履歴から特定される装置から受信される画像に切り替える、情報処
理装置が提供される。
【０００９】
　また、本開示によれば、接続されている複数の装置から画像を受信することと、受信さ
れる画像を表示させることと、表示させる画像が受信されなくなった場合、表示させる画
像を、前記複数の装置のうちの通信に基づく履歴から特定される装置から受信される画像
に切り替えることと、を含む情報処理方法が提供される。
【００１０】
　また、本開示によれば、接続されている複数の装置から画像を受信する通信機能と、前
記通信機能により受信される画像を表示させ、表示させる画像が前記通信機能により受信
されなくなった場合、表示させる画像を、前記複数の装置のうちの通信に基づく履歴から
特定される装置から受信される画像に切り替える表示制御機能と、をコンピュータに実現
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させるためのプログラムが提供される。
【発明の効果】
【００１１】
　以上説明したように本開示によれば、ユーザが操作を行うことなく画像を切り替えるこ
とが可能な情報処理装置、情報処理方法およびプログラムが提供される。なお、上記の効
果は必ずしも限定的なものではなく、上記の効果とともに、または上記の効果に代えて、
本明細書に示されたいずれかの効果、または本明細書から把握され得る他の効果が奏され
てもよい。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本開示の一実施形態に係る情報処理装置の概要を説明するための図である。
【図２】本開示の一実施形態に係る情報処理装置および撮像装置の概略的な機能構成を示
すブロック図である。
【図３】本実施形態に係る情報処理装置の表示の切り替えの例を示す図である。
【図４】本実施形態における情報処理装置の処理を概念的に示すフローチャートである。
【図５】本実施形態の第４の変形例に係る情報処理装置の表示する画像およびＧＵＩの変
化の例を示す図である。
【図６】本実施形態の第５の変形例に係る情報処理装置の表示部に通信処理中であること
を示すオブジェクトが表示される例を示す図である。
【図７Ａ】本実施形態の第６の変形例に係る情報処理装置の表示する撮像装置に対応する
識別番号の表示の例を示す図である。
【図７Ｂ】本実施形態の第６の変形例に係る情報処理装置の表示する撮像装置に対応する
識別番号の表示の他の例を示す図である。
【図８】本実施形態の第７の変形例に係る情報処理装置の削除されたＧＵＩの再表示に係
る処理における表示画面の変化の例を示す図である。
【図９Ａ】本実施形態の第８の変形例に係る情報処理装置の表示する撮像装置の動作状態
を示すＧＵＩの例を示す図である。
【図９Ｂ】本実施形態の第８の変形例に係る情報処理装置の表示する撮像装置の動作状態
を示すＧＵＩの他の例を示す図である。
【図９Ｃ】本実施形態の第８の変形例に係る情報処理装置の表示する撮像装置の動作状態
を示すＧＵＩのさらに別の例およびその他のＧＵＩの例を示す図である。
【図１０】本実施形態の第９の変形例に係る情報処理装置の記録状態への遷移動作指示に
係る表示画面の変化を示す図である。
【図１１】本実施形態の第１０の変形例に係る情報処理装置の撮影モード一括変更処理に
係る表示画面の変化を示す図である。
【図１２】本開示に係る情報処理装置のハードウェア構成を示した説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　以下に添付図面を参照しながら、本開示の好適な実施の形態について詳細に説明する。
なお、本明細書及び図面において、実質的に同一の機能構成を有する構成要素については
、同一の符号を付することにより重複説明を省略する。
【００１４】
　なお、説明は以下の順序で行うものとする。
　１．本開示の一実施形態に係る情報処理装置の概要
　２．本開示の一実施形態
　　２－１．本実施形態に係る情報処理装置の構成
　　２－２．本実施形態における情報処理装置の処理
　　２－３．本実施形態における変形例
　３．本開示の一実施形態に係る情報処理装置のハードウェア構成
　４．むすび
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【００１５】
　＜１．本開示の一実施形態に係る情報処理装置の概要＞
　まず、図１を参照して、本開示の一実施形態に係る情報処理装置の概要について説明す
る。図１は、本開示の一実施形態に係る情報処理装置の概要を説明するための図である。
【００１６】
　図１に示される情報処理装置１００は、ユーザにより移動される可搬式の携帯通信端末
であり、複数の撮像装置２００と通信接続を行う。また、情報処理装置１００は、画像を
表示する表示部１１０を備える。このため、情報処理装置１００は、通信を介して複数の
撮像装置２００の各々から画像を取得し、取得された画像を表示部１１０に表示すること
が可能である。
【００１７】
　例えば、図１の左図に示したように、情報処理装置１００は、撮像装置２００Ａ～２０
０Ｃと通信接続を行い、撮像装置２００Ａから取得される画像を表示部１１０に表示させ
ることが可能である。なお、図１に示される二点鎖線は、情報処理装置１００と撮像装置
２００とが接続状態であることを示し、図１に示される矢印は、情報処理装置１００と撮
像装置２００との間のデータ通信を示す。
【００１８】
　ここで、一般的に、通信を介して取得される画像は、画像を提供する装置との通信接続
が切断されると取得されないため、ユーザは、当該装置が再接続されるまで待機したり、
他の装置との接続操作を行い、他の装置から画像を取得させたりすることになる。そこで
、情報処理装置１００は、撮像装置２００から画像が受信されなくなった場合、表示する
画像を、他の撮像装置２００から受信される画像に自動的に切り替える。
【００１９】
　例えば、撮像装置２００Ａ～２００Ｃはサーフボードに取り付けられ、撮像装置２００
Ａはサーフィンにおける進行方向と反対方向に向かってサーフボードの前方部分に設置さ
れ、撮像装置２００Ｂはサーフィンにおける進行方向に向かってサーフボードの前方部分
に設置され得る。そのため、図１に示したように、情報処理装置１００は、撮像装置２０
０Ａから受信される画像、例えば、サーフィン中の人物を表示部１１０に表示する。
【００２０】
　そして、情報処理装置１００は、撮像装置２００Ａとの接続が切断され、画像が受信さ
れなくなると、表示させる画像を、撮像装置２００Ｂから受信される画像に自動的に切り
替える。
【００２１】
　このように、本開示の一実施形態に係る情報処理装置１００は、撮像装置２００から画
像が受信されなくなった場合、表示する画像を、他の撮像装置２００から受信される画像
に自動的に切り替える。このため、表示される画像が継続して受信されることにより、画
像を途絶えることなく表示され、画像表示に係るユーザの待ち時間および操作の発生を抑
制することが可能となる。なお、図１においては情報処理装置１００の一例としてディス
プレイ付リモートコントローラを示しているが、情報処理装置１００は、スマートフォン
、タブレット端末、デジタルカメラ、携帯ゲーム機、またはＰＤＡ（Ｐｅｒｓｏｎａｌ　
Ｄｉｇｉｔａｌ　Ａｓｓｉｓｔａｎｔｓ）等の携帯通信端末であってもよい。
【００２２】
　＜２．本開示の一実施形態＞
　　［２－１．本実施形態に係る情報処理装置の構成］
　以上、本開示の一実施形態に係る情報処理装置１００の概要について説明した。次に、
図２を参照して、本開示の一実施形態に係る情報処理装置１００の構成について説明する
。図２は、本開示の一実施形態に係る情報処理装置１００および撮像装置２００の概略的
な機能構成を示すブロック図である。
【００２３】
　図２に示したように、情報処理装置１００は、通信部１０２、記憶部１０４、操作部１
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０６、表示制御部１０８および表示部１１０を備える。
【００２４】
　通信部１０２は、撮像装置２００との通信を行う。具体的には、通信部１０２は、撮像
装置２００の撮像により得られた画像の送信要求および当該画像データの受信を行う。例
えば、通信部１０２は、ＷｉＦｉ（商標登録）、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（商標登録）または
Ｚｉｇｂｅｅ（商標登録）等を利用した無線通信を行い得る。
【００２５】
　記憶部１０４は、情報処理装置１００の処理の履歴を記憶する。具体的には、表示制御
部１０８の画像の表示履歴等を記憶する。
【００２６】
　操作部１０６は、情報処理装置１００に対するユーザ操作を入力に変換する。具体的に
は、操作部１０６は、ユーザにより操作が行われると、操作に応じた入力情報を生成し、
情報処理装置１００の処理機能、例えば、表示制御部１０８等に生成された入力情報を提
供する。例えば、操作部１０６は、ボタン式またはタッチパッド式の入力装置等であり得
る。
【００２７】
　表示制御部１０８は、表示部１１０の表示制御を行う。具体的には、表示制御部１０８
は、通信部１０２により受信された画像を表示部１１０に表示させる。さらに、表示制御
部１０８は、表示部１１０に表示させる画像が通信部１０２により受信されなくなった場
合、表示させる画像を、接続されている撮像装置２００のうちの通信に基づく履歴から特
定される装置から受信される画像に切り替える。例えば、表示制御部１０８は、通信に基
づく履歴の一例として、撮像装置２００から受信された画像の表示履歴を、記憶部１０４
に記憶させる。そして、表示制御部１０８は、記憶部１０４に記憶される当該表示履歴に
基づいて特定される撮像装置２００から受信される画像に表示を切り替え得る。このよう
に、上記の画像の表示履歴は、撮像装置２００との通信に基づいて取得される画像の表示
履歴である。なお、表示履歴には、画像の表示開始時刻および表示終了時刻等が含まれ得
る。表示制御部１０８の詳細な動作について、図３を参照して説明する。図３は、本実施
形態に係る情報処理装置１００の表示の切り替えの例を示す図である。
【００２８】
　まず、情報処理装置１００は、撮像装置２００から通信を介して画像を取得し、取得さ
れた画像を表示部１１０に表示させる。例えば、通信部１０２は、撮像装置２００Ａ～２
００Ｃと通信接続を行い、表示制御部１０８は、通信部１０２に、撮像装置２００Ａに対
して画像送信要求を送信させる。そして、情報処理装置１００は、図３の上段の左図に示
したように、撮像装置２００Ａから受信された画像を表示部１１０に表示させ得る。さら
に、表示制御部１０８は、撮像装置２００Ａから受信された画像が表示された旨を記憶部
１０４に表示履歴として記憶させる。なお、表示させる画像を送信する撮像装置２００の
選択の過程において一時的に表示された画像表示が表示履歴として残されることを防止す
るため、表示制御部１０８は、所定の時間、画像が表示された場合に、記憶部１０４に画
像が表示された旨を記憶させる。換言すると、所定の時間よりも短い時間だけ画像が表示
された場合には、画像が表示された旨を表示履歴として記憶させない。例えば、所定の時
間は、５～１０秒程度であり得る。
【００２９】
　次に、ユーザにより操作部１０６を介した表示させる画像の切り替え操作が行われると
、情報処理装置１００は、表示させる画像を、切り替え先の画像に切り替える。例えば、
表示制御部１０８は、ユーザにより操作部１０６を介した表示画像を撮像装置２００Ｂの
撮像により得られる画像に切り替える操作が行われると、通信部１０２に、撮像装置２０
０Ａに対して画像の送信停止要求を送信させ、撮像装置２００Ｂに対して画像の送信要求
を送信させる。そして、図３の上段の右図に示したように、表示制御部１０８は、撮像装
置２００Ｂから受信される画像を表示部１１０に表示させる。なお、表示制御部１０８は
、撮像装置２００Ｂから受信された画像を表示した旨を記憶部１０４に表示履歴として記
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憶させる。
【００３０】
　次に、表示させる画像を送信する撮像装置２００との通信接続が切断されると、情報処
理装置１００は、当該撮像装置２００の送信する画像表示の前に、表示された画像を送信
していた撮像装置２００を特定する。例えば、表示制御部１０８は、撮像装置２００Ｂと
の通信接続が切断されると、記憶部１０４に記憶される画面の表示履歴を参照して、撮像
装置２００の送信する画像の表示前に表示された画像を送信していた撮像装置２００Ａを
特定する。なお、表示させる画像の切り替えが行われるまでの間、表示制御部１０８は、
撮像装置２００Ｂから受信された画像を表示させ得る。
【００３１】
　次に、情報処理装置１００は、表示させる画像を、特定された撮像装置２００から受信
される画像に切り替える。例えば、表示制御部１０８は、通信部１０２に、画面の表示履
歴から特定された撮像装置２００Ａに対して画像送信要求を送信させ、撮像装置２００Ａ
から受信される画像を表示部１１０に表示させる。
【００３２】
　このように、表示制御部１０８は、受信された画像の表示履歴に基づいて特定される撮
像装置２００から受信される画像に表示を切り替える。このため、ユーザの嗜好に沿った
画像に表示を切り替えることが可能となる。
【００３３】
　さらに、表示制御部１０８は、受信された画像の表示履歴を参照して、撮像装置２００
の送信する画像の表示前に表示された画像を送信していた撮像装置２００を特定する。こ
のため、ユーザの関心がある可能性が他の撮像装置２００に係る画像よりも高い画像に表
示を切り替えることが可能となる。
【００３４】
　ここで図２を参照して情報処理装置１００の構成の説明に戻ると、表示部１１０は、表
示制御部１０８の制御指示に従って画像を表示する。例えば、表示部１１０は、液晶パネ
ルまたは有機ＥＬ（Ｅｌｅｃｔｒｏ　Ｌｕｍｉｎｅｓｃｅｎｃｅ）等であり得る。
【００３５】
　また、図２に示したように、撮像装置２００は、通信部２０２、動作制御部２０４およ
び撮像部２０６を備える。
【００３６】
　通信部２０２は、情報処理装置１００との通信を行う。具体的には、通信部２０２は、
情報処理装置１００から画像の送信要求を受信し、撮像部２０６の撮像により得られた画
像を情報処理装置１００に対して送信する。
【００３７】
　動作制御部２０４は、撮像装置２００の動作の制御を行う。具体的には、動作制御部２
０４は、通信部２０２および撮像部２０６に対して動作指示等を行う。例えば、動作制御
部２０４は、情報処理装置１００から受信される画像の送信要求に従って、撮像部２０６
の撮像により得られる画像を、通信部２０２に、情報処理装置１００に対して送信させる
。
【００３８】
　撮像部２０６は、動作制御部２０４による制御指示に基づいて撮像を行う。例えば、撮
像部２０６は、光を集光する撮影レンズおよびズームレンズなどの撮像光学系、およびＣ
ＣＤ（Ｃｈａｒｇｅ　Ｃｏｕｐｌｅｄ　Ｄｅｖｉｃｅ）またはＣＭＯＳ（Ｃｏｍｐｌｅｍ
ｅｎｔａｒｙ　Ｍｅｔａｌ　Ｏｘｉｄｅ　Ｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒ）等の信号変換素
子を備え得る。
【００３９】
　　［２－２．本実施形態における情報処理装置の処理］
　次に、本実施形態における情報処理装置１００の処理について図４を参照して説明する
。図４は、本実施形態における情報処理装置１００の処理を概念的に示すフローチャート
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である。
【００４０】
　まず、情報処理装置１００は、撮像装置２００が接続されるまで待機する（ステップＳ
３０２）。
【００４１】
　ステップＳ３０２にて、撮像装置２００が接続されると、情報処理装置１００は、最初
の撮像装置２００が接続されたかの判定を行う（ステップＳ３０４）。具体的には、通信
部１０２により撮像装置２００との通信接続が確立されると、表示制御部１０８は、接続
された撮像装置２００の他に撮像装置２００が接続されていないかの判定を行う。
【００４２】
　ステップＳ３０４にて、最初の撮像装置２００が接続されたと判定された場合、情報処
理装置１００は、接続されている撮像装置２００から受信される画像を表示する（ステッ
プＳ３０６）。具体的には、表示制御部１０８は、通信部１０２により受信される画像を
表示部１１０に表示させる。
【００４３】
　次に、情報処理装置１００は、画像の表示履歴を更新する（ステップＳ３０８）。具体
的には、表示制御部１０８は、撮像装置２００から受信される画像を表示した旨の履歴を
記憶部１０４に記憶させる。
【００４４】
　次に、情報処理装置１００は、表示させる画像を送信する撮像装置２００が切り替えら
れるまで待機する（ステップＳ３１０）。
【００４５】
　ステップＳ３１０にて、表示させる画像を送信する撮像装置２００が切り替えられると
、情報処理装置１００は、切り替え先の撮像装置２００から受信される画像を表示する（
ステップＳ３１２）。具体的には、操作部１０６を介して表示させる画像を送信する撮像
装置２００の切り替え操作が行われると、表示制御部１０８は、表示していた画像を送信
する撮像装置２００に対して画像の送信停止要求を送信し、切り替え先の撮像装置２００
に対して画像の送信要求を送信する。そして、表示制御部１０８は、切り替え先の撮像装
置２００から受信される画像を表示部１１０に表示させる。
【００４６】
　次に、情報処理装置１００は、ステップＳ３０８と同様に、画像の表示履歴を更新する
（ステップＳ３１４）。
【００４７】
　次に、情報処理装置１００は、表示させる画像が受信されなくなるまで待機する（ステ
ップＳ３１６）。
【００４８】
　ステップＳ３１６にて、表示させる画像が受信されなくなると、情報処理装置１００は
、直前に表示されていた画像を表示する（ステップＳ３１８）。具体的には、通信部１０
２により表示させる画像が撮像装置２００から受信されなくなると、表示制御部１０８は
、記憶部１０４に記憶される表示履歴を参照し、通信部１０２に、当該撮像装置２００か
ら受信される画像の直前に表示された画像を送信していた撮像装置２００に対して画像送
信要求を送信させる。そして、表示制御部１０８は、画像送信要求を送信させた撮像装置
２００から受信される画像を表示部１１０に表示させる。
【００４９】
　次に、情報処理装置１００は、ステップＳ３０８およびＳ３１４と同様に、画像の表示
履歴を更新する（ステップＳ３２０）。
【００５０】
　このように、本開示の一実施形態によれば、情報処理装置１００は、表示部１１０に表
示させる画像が通信部１０２により受信されなくなった場合、表示させる画像を、接続さ
れている撮像装置２００のうちの通信に基づく履歴から特定される装置から受信される画
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像に切り替える。このため、表示させる画像を送信する撮像装置２００を自動的に切り替
えることにより、画像表示が停止されることを抑制することが可能となる。
【００５１】
　　［２－３．本実施形態における変形例］
　以上、本開示の一実施形態について説明した。なお、本実施形態は、上述の例に限定さ
れない。以下に、本実施形態の第１～第８の変形例について説明する。
【００５２】
　　　（第１の変形例）
　本実施形態の第１の変形例として、表示制御部１０８は、表示させる画像が受信されな
くなった場合、表示履歴を参照して、他の画像よりも表示時間の長い画像を送信する撮像
装置２００を切り替え先の撮像装置２００として特定してもよい。具体的には、表示制御
部１０８は、表示部１１０に表示させる画像が通信部１０２により受信されなくなった場
合、記憶部１０４に記憶される表示履歴の表示開始時刻および表示終了時刻を参照して、
表示時間が他の画像よりも長い画像を送信していた撮像装置２００を特定する。そして、
表示制御部１０８は、通信部１０２に、特定された撮像装置２００に対して画像送信要求
を送信させ、当該撮像装置２００から受信される画像を表示部１１０に表示させる。なお
、表示時間は、表示継続時間の各々の総和であり得る。
【００５３】
　このように、本実施形態の第１の変形例によれば、表示制御部１０８は、表示させる画
像が受信されなくなった場合、他の画像よりも表示時間の長い画像を送信する撮像装置２
００を切り替え先の撮像装置２００として特定する。このため、ユーザが視聴を望む可能
性が他の画像よりも高い画像に切り替えられることにより、ユーザの利便性を向上させる
ことが可能となる。
【００５４】
　　　（第２の変形例）
　本実施形態の第２の変形例として、表示制御部１０８は、表示させる画像が受信されな
くなった場合、切り替え先の撮像装置２００を、通信に基づく履歴の一例としての通信接
続履歴に基づいて特定してもよい。具体的には、表示制御部１０８は、表示部１１０に表
示させる画像が通信部１０２により受信されなくなった場合、通信接続履歴を参照して、
他の装置よりも接続時間の長い装置である撮像装置２００を切り替え先の撮像装置２００
として特定する。例えば、通信部１０２は、通信接続を確立した撮像装置２００の接続開
始時刻および接続終了時刻等を通信接続履歴として記憶部１０４に記憶させ得る。そして
、表示制御部１０８は、表示部１１０に表示させる画像が通信部１０２により受信されな
くなった場合、記憶部１０４に記憶されている通信接続履歴を参照して、接続されている
撮像装置２００の中から接続時間が他の撮像装置２００よりも長い撮像装置を特定する。
そして、表示制御部１０８は、通信部１０２に、特定された撮像装置２００に対して画像
送信要求を送信させ、当該撮像装置２００から受信される画像を表示部１１０に表示させ
る。なお、接続時間は、通信接続の継続時間であり得る。
【００５５】
　このように、本実施形態の第２の変形例によれば、表示制御部１０８は、表示させる画
像が受信されなくなった場合、切り替え先の撮像装置２００を通信接続履歴に基づいて特
定する。このため、通信接続の安定性が他の撮像装置２００よりも高い撮像装置２００に
自動的に切り替えられることにより、ユーザの利便性を向上させることが可能となる。
【００５６】
　さらに、表示制御部１０８は、表示部１１０に表示させる画像が通信部１０２により受
信されなくなった場合、他の装置よりも接続時間の長い装置である撮像装置２００を切り
替え先の撮像装置２００として特定する。このため、通信接続が他の撮像装置２００より
も長く安定している撮像装置２００に切り替えられることにより、通信接続の切断による
表示画像の切り替えが頻繁に発生することを抑制することが可能となる。
【００５７】
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　　　（第３の変形例）
　本実施形態の第３の変形例として、表示制御部１０８は、表示させる画像が受信されな
くなった場合、通信接続履歴を参照して、他の装置よりも電波強度が高い装置である撮像
装置２００を切り替え先の撮像装置２００として特定してもよい。具体的には、通信部１
０２は、所定の時間毎に接続されている撮像装置２００の電波強度を通信接続履歴として
記憶部１０４に記憶させる。そして、表示制御部１０８は、表示部１１０に表示させる画
像が通信部１０２により受信されなくなった場合、記憶部１０４に記憶されている電波強
度の履歴を参照して、接続されている撮像装置２００の中から、現在から所定の時間遡っ
た期間において電波強度が他の撮像装置２００よりも高い撮像装置２００を特定する。例
えば、表示制御部１０８は、現在から所定の時間遡った期間までの電波強度の平均値が他
の撮像装置２００よりも高い撮像装置２００を特定し得る。そして、表示制御部１０８は
、通信部１０２に、特定された撮像装置２００に対して画像送信要求を送信させ、当該撮
像装置２００から受信される画像を表示部１１０に表示させる。なお、上記の例では、表
示制御部１０８は、現在から所定の時間遡った期間までの電波強度の平均値が他の撮像装
置２００よりも高い撮像装置２００を特定する例を説明したが、表示制御部１０８は、現
在から所定の時間遡った期間において電波強度が他の撮像装置２００より高かった撮像装
置２００を特定してもよい。
【００５８】
　このように、本実施形態の第３の変形例によれば、表示制御部１０８は、表示させる画
像が受信されなくなった場合、他の装置よりも電波強度が高い装置である撮像装置２００
を切り替え先の撮像装置２００として特定する。このため、電波強度が他の撮像装置２０
０よりも高い値で安定している撮像装置２００に切り替えられることにより、通信接続の
切断による表示画像の切り替えが頻繁に発生することを抑制することが可能となる。
【００５９】
　　　（第４の変形例）
　本実施形態の第４の変形例として、表示制御部１０８は、操作部１０６を介して選択さ
れる撮像装置２００に対応するＧＵＩを表示させ、表示させる画像を、選択されたＧＵＩ
に対応する撮像装置２００が送信する画像に切り替えてもよい。なお、ＧＵＩは、「アイ
コン」、「画像」、「オブジェクト」、「撮像装置２００を示す表示」または「撮像装置
２００の状態を示す表示」等とも称される。具体的には、図５を参照して、表示制御部１
０８の上記の処理について説明する。図５は、本実施形態の第４の変形例に係る情報処理
装置１００の表示する画像およびＧＵＩの変化の例を示す図である。
【００６０】
　まず、表示制御部１０８は、受信される画像および接続されている撮像装置２００の各
々に対応するＧＵＩを表示部１１０に表示させる。例えば、図５の上段の左図に示したよ
うに、表示制御部１０８は、接続されている撮像装置２００Ａおよび２００Ｂの各々に対
応するＧＵＩ１０Ａおよび１０Ｂを、撮像装置２００Ａから受信される画像に縦一列に並
べて重畳表示させ得る。また、撮像装置２００に対応するＧＵＩは、表示部１１０の表示
画面における操作部１０６に隣接する位置に表示される。このため、ユーザに対して、自
己の操作により画面表示が変化することを直観的に理解させやすくすることが可能となる
。なお、上記では、ＧＵＩは一列に表示される例を説明したが、ＧＵＩは複数列に表示さ
れてもよい。
【００６１】
　また、情報処理装置１００が図５に示す向きに対して回転されて使用される場合、表示
制御部１０８は、表示部１１０に表示させる画面を回転させてもよい。具体的には、情報
処理装置１００が別途備えるセンサにより情報処理装置１００の回転が検出された場合、
表示制御部１０８は、表示画面を検出された回転角度だけ回転させる。例えば、角速度セ
ンサ等により情報処理装置１００が１８０°回転されたことが検出されると、表示制御部
１０８は、検出された回転方向と逆方向に表示画面を１８０°回転させ得る。このため、
ユーザの情報処理装置１００の利用状態に合わせて画面が表示されることにより、ユーザ
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の利便性を向上させることが可能となる。なお、表示制御部１０８は、表示画面を回転さ
せるとともに、ＧＵＩが操作部１０６に隣接する位置に表示されるように、表示を更新し
得る。
【００６２】
　また、表示制御部１０８は、表示させている画像を送信する撮像装置２００を示すよう
にＧＵＩを表示させる。例えば、図５の上段の左図に示したように、表示制御部１０８は
、撮像装置２００Ａから受信される画像を表示し、撮像装置２００Ａに対応するＧＵＩの
表示領域の背景を不透明に表示させ得る。このため、ユーザは表示させている画像を送信
する撮像装置２００を把握することが可能となる。さらに、ＧＵＩの表示領域の背景が不
透明に表示されることにより、ユーザは表示させている画像を送信する撮像装置２００を
視覚的に把握することが可能となる。
【００６３】
　なお、上記では、表示制御部１０８は、表示させている画像を送信する撮像装置２００
に対応するＧＵＩの背景を不透明に表示させる例を説明したが、表示制御部１０８は、表
示させている画像を送信する撮像装置２００に対応するＧＵＩの表示領域の背景を、他の
ＧＵＩの表示領域の背景と異なるように表示させてもよい。例えば、表示制御部１０８は
、表示させている画像を送信する撮像装置２００に対応するＧＵＩの表示領域の背景の色
または模様を、他のＧＵＩの表示領域の背景の色または模様と異なるように表示し得る。
このため、表示させている画像を送信する撮像装置２００に対応するＧＵＩと他のＧＵＩ
との視覚的な差が強調されることにより、ユーザは表示させている画像を送信する撮像装
置２００をより簡単に把握することが可能となる。
【００６４】
　また、表示制御部１０８は、表示させている画像を送信する撮像装置２００を示すオブ
ジェクトを、当該撮像装置２００に対応するＧＵＩの周辺に表示させてもよい。例えば、
表示制御部１０８は、表示させている画像を送信する撮像装置２００に対応するＧＵＩに
隣接する位置に、当該ＧＵＩを指す矢印または三角形等のオブジェクトを表示させ得る。
この場合、ＧＵＩとは別にオブジェクトが追加的に表示されることにより、ユーザが選択
状態のＧＵＩをより把握しやすくすることが可能となる。
【００６５】
　次に、撮像装置２００が追加的に接続されると、表示制御部１０８は、追加的に接続さ
れた撮像装置２００に対応するＧＵＩを、表示中のＧＵＩの並びに追加されるように表示
される。例えば、図５の上段の右図に示したように、表示制御部１０８は、撮像装置２０
０Ｃが追加的に接続されると、撮像装置２００Ｃに対応するＧＵＩ１０Ｃを、ＧＵＩ１０
Ｂの下に表示させる。このように、表示制御部１０８は、ＧＵＩを、撮像装置２００が接
続された順に並べて表示させる。このため、ユーザにＧＵＩがどの撮像装置２００と対応
しているかを把握させやすくすることが可能となる。
【００６６】
　次に、ユーザにより操作部１０６を介して、選択されているＧＵＩ（以下、選択状態の
ＧＵＩとも呼ぶ。）を変更する操作が行われると、表示制御部１０８は、変更後の選択状
態のＧＵＩに対応する撮像装置２００から受信される画像を表示部１１０に表示させる。
例えば、ユーザにより操作部１０６を介して選択状態のＧＵＩを１０Ａから１０Ｂに変更
する操作が行われると、表示制御部１０８は、通信部１０２に、撮像装置２００Ａに対し
て画像送信停止要求を送信させ、撮像装置２００Ｂに対して画像送信要求を送信させる。
そして、図５の上段の右図に示したように、表示制御部１０８は、表示させる画像を、撮
像装置２００Ｂから受信される画像に切り替える。また、表示制御部１０８は、選択状態
のＧＵＩ１０Ｂの表示領域の背景を不透明にする。
【００６７】
　次に、表示させる画像が撮像装置２００から受信されなくなると、表示制御部１０８は
、当該撮像装置２００に対応するＧＵＩを削除させる。例えば、図５の下段の左図に示し
たように、撮像装置２００Ｂとの通信接続が切断され、表示させる画像が通信部１０２に
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より受信されなくなると、表示制御部１０８は、撮像装置２００Ｂに対応するＧＵＩを表
示画面上から削除させる。なお、図５の下段の左図では、表示制御部１０８は、撮像装置
２００Ｂから最後に受信した画像を表示させたままの例を示しているが、表示制御部１０
８は、撮像装置２００Ｂから画像が受信されなくなると、画像表示を停止させてもよい。
例えば、表示制御部１０８は、表示させる画像が受信されなくなると、次に表示される画
像が受信されるまでの間、画像表示を停止させて、画面を暗転させ得る。この場合、表示
させる画像が受信されなくなったことをユーザが気付きやすくすることが可能となる。
【００６８】
　次に、表示制御部１０８は、表示履歴等を参照して、表示させる画像を送信する撮像装
置２００を特定し、特定された撮像装置２００から受信される画像を表示部１１０に表示
させる。また、表示制御部１０８は、特定された撮像装置２００に対応するＧＵＩの表示
領域の背景を不透明に表示させる。さらに、表示制御部１０８は、ＧＵＩの削除により、
ＧＵＩの並びに空きができた場合、削除されたＧＵＩの次順に表示されるＧＵＩを削除さ
れたＧＵＩの削除前の表示位置に相当する領域に表示させる。例えば、表示制御部１０８
は、表示履歴を参照して、撮像装置２００Ｂから受信される画像の直前に表示された画像
を送信する撮像装置２００Ａを特定し、通信部１０２に、撮像装置２００Ａに対して画像
送信要求を送信させ得る。そして、図５の下段の右図に示したように、表示制御部１０８
は、撮像装置２００Ａから受信される画像を表示部１１０に表示させ得る。また、図５の
下段の右図に示したように、表示制御部１０８は、撮像装置２００Ａに対応するＧＵＩの
表示領域の背景を不透明に表示させ得る。さらに、図５の下段の右図に示したように、表
示制御部１０８は、撮像装置２００Ｂに対応するＧＵＩ１０Ｂが表示されていた領域に撮
像装置２００に対応するＧＵＩ１０Ｃを移動させ得る。なお、表示制御部１０８は、ＧＵ
Ｉが削除された際に、ＧＵＩ１０Ｂが表示されていた領域にＧＵＩ１０Ｃを移動させても
よい。
【００６９】
　このように、本実施形態の第４の変形例によれば、表示制御部１０８は、操作部１０６
を介して選択される撮像装置２００に対応するＧＵＩを表示させ、表示させる画像を、選
択状態のＧＵＩに対応する撮像装置２００が送信する画像に切り替える。このため、ユー
ザは表示させる画像に係る撮像装置２００の選択操作を視覚的に確認しながら行うことが
可能となる。
【００７０】
　　　（第５の変形例）
　本実施形態の第５の変形例として、表示制御部１０８は、通信処理中の撮像装置２００
に対応するＧＵＩの周辺に通信処理中であることを示すオブジェクトを表示してもよい。
具体的には、表示制御部１０８は、通信部１０２により行われる撮像装置２００との通信
におけるターンアラウンドタイムにおいて、通信処理中であることを示すオブジェクトを
、当該撮像装置２００に対応するＧＵＩの周辺に表示させる。例えば、図６を参照して、
通信処理中であることを示すオブジェクトの表示について説明する。図６は、本実施形態
の第５の変形例に係る情報処理装置１００の表示部１１０に通信処理中であることを示す
オブジェクトが表示される例を示す図である。
【００７１】
　まず、表示制御部１０８は、接続されている撮像装置２００の各々に対応するＧＵＩを
表示部１１０に表示させる。例えば、図６の上図に示したように、表示制御部１０８は、
ＧＵＩ１０Ａ～１０Ｃを表示部１１０に表示させ得る。
【００７２】
　次に、表示されているＧＵＩに対応する撮像装置２００との通信処理が開始されると、
表示制御部１０８は、ＧＵＩに隣接する位置に通信処理中であることを示すオブジェクト
を表示させる。例えば、表示されているＧＵＩ１０Ａ～１０Ｃに対応する撮像装置２００
との通信処理が開始されると、表示制御部１０８は、図６の下図に示したように、ＧＵＩ
１０Ａ～１０Ｃの各々の右側にオブジェクト２０を表示させる。なお、通信処理が終了さ
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れると、表示制御部１０８は、表示させたオブジェクトを表示画面上から削除させる。な
お、上記の例では、表示制御部１０８は、通信処理中であることを示すオブジェクトをＧ
ＵＩの右側に表示させる例を説明したが、表示制御部１０８は、当該オブジェクトを、Ｇ
ＵＩよりも画面中央に近い位置、またはＧＵＩよりも操作部１０６から離れた位置に表示
させてもよい。
【００７３】
　このように、本実施形態の第５の変形例によれば、表示制御部１０８は、通信処理中の
撮像装置２００に対応するＧＵＩの周辺に通信処理中であることを示すオブジェクトを表
示させる。このため、ユーザに情報処理装置１００が動作中であることを認識させること
により、ユーザの情報処理装置１００の処理に対する不安感を低減させることが可能とな
る。
【００７４】
　　　（第６の変形例）
　本実施形態の第６の変形例として、表示制御部１０８は、ＧＵＩに対応する撮像装置２
００を識別可能なように表示させてもよい。具体的には、表示制御部１０８は、撮像装置
２００に対応するＧＵＩおよび識別番号を表示部１１０に表示させる。例えば、図７Ａお
よび図７Ｂを参照して、撮像装置２００に対応する識別番号について説明する。図７Ａは
、本実施形態の第６の変形例に係る情報処理装置１００の表示する撮像装置２００に対応
する識別番号の表示の例を示す図である。図７Ｂは、本実施形態の第６の変形例に係る情
報処理装置１００の表示する撮像装置２００に対応する識別番号の表示の他の例を示す図
である。
【００７５】
　例えば、表示制御部１０８は、撮像装置２００の各々に対応するＧＵＩに、撮像装置２
００の各々を識別する番号を重畳表示させてもよい。具体的には、図７Ａに示したように
、表示制御部１０８は、接続されている撮像装置２００の各々に対応するＧＵＩ１０Ａ～
１０Ｃを表示させ得る。そして、表示制御部１０８は、ＧＵＩ１０Ａに対応する撮像装置
２００に識別番号１、ＧＵＩ１０Ｂに対応する撮像装置２００に識別番号２、ＧＵＩ１０
Ｃに対応する撮像装置２００に識別番号３を割振り、図７Ａに示したように、ＧＵＩ１０
Ａ～１０Ｃの各々に、対応する識別番号１～３を重畳表示させ得る。
【００７６】
　また、表示制御部１０８は、撮像装置２００の各々に対応するＧＵＩに隣接する位置に
、撮像装置２００の各々を識別する番号を表示させてもよい。具体的には、図７Ｂに示し
たように、表示制御部１０８は、接続されている撮像装置２００の各々に対応するＧＵＩ
１０Ａ～１０Ｃを表示させ得る。そして、表示制御部１０８は、図７Ａに示した例と同様
に、ＧＵＩ１０Ａ～１０Ｃに対応する撮像装置２００の各々に識別番号１～３を割振り、
図７Ｂに示したように、ＧＵＩ１０Ａ～１０Ｃの各々に隣接する位置に、対応する識別番
号１～３を表示させ得る。なお、図７Ａおよび図７Ｂでは、識別番号が表示される例を示
したが、識別可能な画像、模様または色彩が表示されてもよい。
【００７７】
　このように、本実施形態の第６の変形例によれば、表示制御部１０８は、ＧＵＩに対応
する撮像装置２００に対応する識別番号を表示させる。このため、ユーザは撮像装置２０
０の各々を識別することができ、撮像装置２００の選択操作を行いやすくすることが可能
となる。
【００７８】
　　　（第７の変形例）
　本実施形態の第７の変形例として、表示制御部１０８は、接続が切断された撮像装置２
００に対応するＧＵＩを削除し、当該撮像装置２００が再接続されると、当該撮像装置２
００に対応するＧＵＩを削除前に相当する領域に再表示させてもよい。具体的には、接続
が切断された撮像装置２００に対応するＧＵＩを削除した場合、表示制御部１０８は、削
除されたＧＵＩの削除前の表示位置に相当する領域に他の撮像装置２００に係るＧＵＩの
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表示をさせず、接続が切断された撮像装置２００が再接続されると、当該領域に再接続さ
れた撮像装置２００に係るＧＵＩを表示させてもよい。例えば、図８を参照して、削除さ
れたＧＵＩの再表示に係る処理について説明する。図８は、本実施形態の第７の変形例に
係る情報処理装置１００の削除されたＧＵＩの再表示に係る処理における表示画面の変化
の例を示す図である。
【００７９】
　まず、表示制御部１０８は、接続されている撮像装置２００の各々に対応するＧＵＩを
表示部１１０に表示させる。例えば、図８の上段の左図に示したように、表示制御部１０
８は、ＧＵＩ１０Ｂに対応する撮像装置２００から受信される画像を表示部１１０に表示
させ、ＧＵＩ１０Ａ～１０Ｃを当該画像に重畳表示させ得る。また、表示制御部１０８は
、表示させている画像を送信する撮像装置２００に対応するＧＵＩ１０Ｂを選択状態のＧ
ＵＩとして表示し得る。なお、表示制御部１０８は、ＧＵＩ１０Ａ～１０Ｃに対して接続
された順の識別番号を表示し得る。
【００８０】
　次に、表示させている画像を送信する撮像装置２００との通信が切断されると、表示制
御部１０８は、当該撮像装置２００に対応するＧＵＩを表示画面上から削除させる。さら
に、表示制御部１０８は、削除されたＧＵＩの表示位置に相当する領域にはＧＵＩを表示
させない。例えば、表示させている画像を送信する、ＧＵＩ１０Ｂに対応する撮像装置２
００との通信が切断されると、表示制御部１０８は、図８の上段の中図に示したように、
ＧＵＩ１０Ｂを削除させる。さらに、表示制御部１０８は、削除されたＧＵＩ１０Ｂが削
除前に表示されていた表示領域にはＧＵＩを表示させない。例えば、表示制御部１０８は
、ＧＵＩ１０ＣをＧＵＩ１０Ａに向かう方向に移動させる等してＧＵＩ表示の間を詰める
ような制御を行わない。なお、表示制御部１０８は、削除されたＧＵＩが削除前に表示さ
れていた表示領域に、通信接続が切断されて撮像装置２００に対応するＧＵＩが削除され
たことを示すＧＵＩを表示させてもよい。例えば、通信接続が切断されて撮像装置２００
に対応するＧＵＩが削除されたことを示すＧＵＩは、丸印等であり得る。
【００８１】
　次に、表示制御部１０８は、表示履歴等を参照して、表示させる画像を送信する撮像装
置２００を特定し、特定された撮像装置２００から受信される画像を表示部１１０に表示
させる。例えば、表示制御部１０８は、表示履歴を参照して、ＧＵＩ１０Ａに対応する撮
像装置２００を特定し、通信部１０２に、特定された撮像装置２００に対して画像送信要
求を送信させ得る。そして、表示制御部１０８は、図８の上段の右図に示したように、Ｇ
ＵＩ１０Ａに対応する撮像装置２００から受信される画像を表示部１１０に表示させ、Ｇ
ＵＩ１０Ａを選択状態のＧＵＩとして表示させ得る。なお、表示制御部１０８は、ＧＵＩ
１０ＡおよびＧＵＩ１０Ｃの間の領域が空けられた状態を維持し得る。
【００８２】
　次に、追加的に撮像装置２００が接続されると、表示制御部１０８は、追加的に接続さ
れた撮像装置２００に対応するＧＵＩを、ＧＵＩの並びの最後尾に追加表示させる。例え
ば、図８の下段の左図に示したように、追加的に撮像装置２００が接続されると、表示制
御部１０８は、追加的に接続された撮像装置２００に対応するＧＵＩ１０Ｄを、ＧＵＩ１
０Ｃの次（下に）に表示させる。このとき、表示制御部１０８は、ＧＵＩ１０ＡとＧＵＩ
１０Ｃとの間にＧＵＩ１０Ｄを表示させず、ＧＵＩ１０ＡとＧＵＩ１０Ｃの間の領域が開
けられた状態を維持し得る。
【００８３】
　次に、削除されたＧＵＩに対応する撮像装置２００が再接続されると、表示制御部１０
８は、再接続された撮像装置２００に対応するＧＵＩを、削除されたＧＵＩの表示位置に
相当する領域に再表示させる。例えば、削除されたＧＵＩ１０Ｂに対応する撮像装置２０
０が再接続されると、表示制御部１０８は、図８の下段の中図に示したように、ＧＵＩ１
０Ｂを、ＧＵＩ１０ＡとＧＵＩ１０Ｃの間の領域に再表示させる。
【００８４】
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　次に、表示制御部１０８は、再接続された撮像装置２００の接続の切断時に、当該撮像
装置２００から受信される画像が表示されていた場合、表示させる画像を、再接続された
撮像装置２００から受信される画像に切り替える。例えば、表示制御部１０８は、表示履
歴を参照して、再接続された撮像装置２００の接続の切断時に、当該撮像装置２００から
受信される画像が表示されていたかの判定を行い得る。そして、表示制御部１０８は、再
接続された撮像装置２００の接続の切断時に、当該撮像装置２００から受信される画像が
表示されていたと判定された場合、通信部１０２に、ＧＵＩ１０Ｂに対応する再接続され
た撮像装置２００に対して画像送信要求を送信させる。そして、表示制御部１０８は、当
該撮像装置２００から受信される画像を表示部１１０に表示させ、ＧＵＩ１０Ｂを選択状
態のＧＵＩとして表示させる。
【００８５】
　このように、本実施形態の第７の変形例によれば、表示制御部１０８は、接続が切断さ
れた撮像装置２００に対応するＧＵＩを削除した場合、削除されたＧＵＩの削除前の表示
位置に相当する領域に他の撮像装置２００に係るＧＵＩの表示をさせない。さらに、接続
が切断された撮像装置２００が再接続されると、当該領域に再接続された撮像装置２００
に係るＧＵＩを表示させる。このため、同一の撮像装置２００に対応するＧＵＩが同じ表
示位置に相当する領域に表示されることにより、ユーザは接続が切断された撮像装置２０
０が再接続されたことを視覚的に理解することが可能となる。
【００８６】
　なお、表示制御部１０８は、接続が切断された撮像装置２００が再接続されず、かつＧ
ＵＩの表示領域が不足した場合、当該撮像装置２００が削除前に表示されていた領域に対
する他の装置に係るＧＵＩの表示を可能にしてもよい。例えば、図８の下段の左図に示す
状態において、削除された撮像装置２００が再接続されず、かつ別の撮像装置２００が接
続された場合、表示制御部１０８は、削除された撮像装置２００に対応するＧＵＩが表示
されていたＧＵＩ１０ＡとＧＵＩ１０Ｃの間の領域に、別の撮像装置２００に対応するＧ
ＵＩを表示させる。なお、表示制御部１０８は、図８の下段の左図に示す状態において、
削除された撮像装置２００が再接続されず、かつ別の撮像装置２００が接続された場合、
ＧＵＩ１０ＣおよびＧＵＩ１０Ｄを上に移動させて、削除された撮像装置２００に対応す
るＧＵＩが表示されていたＧＵＩ１０ＡとＧＵＩ１０Ｃの間の領域を詰める。そして、表
示制御部１０８は、ＧＵＩの並びの一番下に、接続された別の撮像装置２００に対応する
ＧＵＩを表示させてもよい。この場合、接続が切断された撮像装置２００が再接続されな
い間のＧＵＩの表示領域が有効活用されることにより、ユーザの利便性を向上させること
が可能となる。
【００８７】
　また、表示制御部１０８は、操作部１０６に対して行われる操作により当該撮像装置２
００に対応するＧＵＩが削除前に表示されていた領域が選択されると、表示させる画像が
無い旨を示す画像を表示させてもよい。例えば、ユーザによる操作部１０６の操作により
図８の上段の右図に示される選択状態のＧＵＩであるＧＵＩ１０Ａ、およびＧＵＩ１０Ｃ
の間の領域が選択状態のＧＵＩとして選択されると、表示制御部１０８は、表示させてい
る、ＧＵＩ１０Ａに対応する撮像装置２００から受信される画像を、表示させる画像がな
い旨を示す画像に切り替える。このため、ＧＵＩが削除前に表示されていた領域に再度Ｇ
ＵＩが表示させる可能性があることをユーザに示唆することが可能となる。
【００８８】
　　　（第８の変形例）
　本実施形態の第８の変形例として、表示制御部１０８は、撮像装置２００の動作状態を
示すＧＵＩを表示させてもよい。具体的には、表示制御部１０８は、撮像装置２００の撮
影モードを示すＧＵＩ（撮像装置２００の撮影モードに対応するＧＵＩとも称する。）を
表示させる。例えば、図９Ａを参照して、撮像装置２００の撮影モードを示すＧＵＩにつ
いて説明する。図９Ａは、本実施形態の第８の変形例に係る情報処理装置１００の表示す
る撮像装置２００の動作状態を示すＧＵＩの例を示す図である。
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【００８９】
　表示制御部１０８は、接続されている撮像装置２００の各々の撮影モード情報を撮像装
置２００の各々から取得し、取得された撮影モード情報に基づいて撮影モードを示すＧＵ
Ｉを表示部１１０に表示させる。例えば、表示制御部１０８は、通信部１０２に、接続さ
れている撮像装置２００の各々に対して撮影モード情報の送信要求を送信させ得る。そし
て、表示制御部１０８は、受信された撮影モード情報に基づいて、図９Ａの上段の図に示
したように、動画モードを示すＧＵＩ１０および静止画モードを示すＧＵＩ１２を表示さ
せ得る。
【００９０】
　また、表示制御部１０８は、接続されている撮像装置２００の撮影モードが確定するま
での間、撮影モードが未確定であることを示すＧＵＩを表示させる。例えば、図９Ａの上
段の図に示したように、表示制御部１０８は、撮影モードの取得中で確定していない場合
、撮影モードが未確定であることを示すＧＵＩ１４を表示させ得る。なお、表示制御部１
０８は、ＧＵＩ１４を表示させる場合、通信処理中であることを示すオブジェクト２０を
表示し得る。
【００９１】
　そして、撮影モードが取得されて確定されると、表示制御部１０８は、撮影モードが未
確定であることを示すＧＵＩを削除し、確定された撮影モードを示すＧＵＩを表示させる
。例えば、図９Ａの下段の図に示したように、表示制御部１０８は、撮影モードが取得さ
れると、取得されたインターバル静止画モードを示すＧＵＩ１６を表示させ得る。なお、
インターバル静止画モードは、所定の時間間隔で静止画を撮像するモードであり得る。ま
た、表示制御部１０８は、ＧＵＩ１６を表示させると、オブジェクト２０を削除し得る。
【００９２】
　このように、表示制御部１０８は、撮像装置２００の各々の撮影モードを示すＧＵＩを
表示させる。このため、ユーザは接続されている撮像装置２００の撮影モードを視覚的に
把握することができ、ユーザの利便性を向上させることが可能となる。
【００９３】
　また、表示制御部１０８は、ＧＵＩに対応する撮像装置２００の記録状態を示すオブジ
ェクトを表示させる。具体的には、表示制御部１０８は、動画モードを示すＧＵＩに対応
する撮像装置２００が記録状態である場合に、記録状態を示すオブジェクトを表示させる
。例えば、図９Ｂを参照して、記録状態を示すオブジェクトについて説明する。図９Ｂは
、本実施形態の第８の変形例に係る情報処理装置１００の表示する撮像装置２００の動作
状態を示すＧＵＩの他の例を示す図である。
【００９４】
　まず、表示制御部１０８は、接続されている撮像装置２００の各々の撮影モードを示す
ＧＵＩを表示させる。例えば、図９Ｂの上段に示したように、表示制御部１０８は、ＧＵ
Ｉ１０、ＧＵＩ１２およびＧＵＩ１４を表示させ得る。
【００９５】
　次に、接続されている撮像装置２００の各々のうちの撮影モードが動画モードである撮
像装置２００に対して記録状態に遷移させる動作指示が通信部１０２から送信されると、
表示制御部１０８は、表示されているＧＵＩの隣接する位置に通信処理中であることを示
すオブジェクトを表示させる。例えば、ＧＵＩ１０に対応する撮像装置２００に対して記
録状態に遷移させる動作指示が通信部１０２から送信されると、表示制御部１０８は、図
９Ｂの上段の図に示したように、ＧＵＩ１０に隣接する位置にオブジェクト２０を表示さ
せる。なお、表示制御部１０８は、動画モード以外の撮影モードである撮像装置２００に
対応するＧＵＩに記録状態を示すオブジェクトを表示させてもよい。例えば、表示制御部
１０８は、インターバル静止画モードである撮像装置２００に対応するＧＵＩに記録状態
を示すオブジェクトを表示させ得る。
【００９６】
　次に、通信部１０２により記録状態に遷移させる動作指示が送信された撮像装置２００
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から記録状態に遷移した旨の情報が受信されると、表示制御部１０８は、当該撮像装置２
００が記録状態であることを示すオブジェクトを表示させる。例えば、通信部１０２によ
り記録状態に遷移させる動作指示が送信された撮像装置２００から記録状態に遷移した旨
の情報が受信されると、表示制御部１０８は、ＧＵＩ１０に対応する撮像装置２００が記
録状態であることを示すオブジェクト３０を、ＧＵＩ１０に重畳表示させる。なお、表示
制御部１０８は、ＧＵＩ１０に対応する撮像装置２００が記録状態でなくなった場合、オ
ブジェクト３０を削除し得る。
【００９７】
　このように、表示制御部１０８は、ＧＵＩに対応する撮像装置２００の記録状態を示す
オブジェクトを表示させる。このため、ユーザは撮像装置２００が記録状態であるかを視
覚的に把握することが可能となる。さらに、動画モードを示すＧＵＩに対応する撮像装置
２００が記録状態である場合に、記録状態を示すオブジェクトを表示させる。このため、
ユーザは動画が記録中であることを視覚的に把握することが可能となる。
【００９８】
　また、表示制御部１０８は、通信処理が異常終了した場合、通信処理が異常終了した旨
を示すＧＵＩを表示させてもよい。具体的には、表示制御部１０８は、通信部１０２によ
り撮像装置２００に送信された動作指示に対する応答が動作指示を遂行できなかった旨の
エラーであった場合、撮像装置２００でエラーが発生した旨を示すＧＵＩを表示させる。
また、表示制御部１０８は、通信部１０２による撮像装置２００との通信が失敗した場合
、通信失敗が発生した旨を示すＧＵＩを表示させる。例えば、図９Ｂを参照して、エラー
に係るＧＵＩについて説明する。
【００９９】
　まず、通信部１０２により撮像装置２００に対して動作指示等が送信されると、表示制
御部１０８は、通信処理中である旨を示すオブジェクトを当該撮像装置２００に対応する
ＧＵＩに隣接する位置に表示させる。例えば、図９Ｂの上段の図に示したように、表示制
御部１０８は、動作指示等が送信された撮像装置２００に対応するＧＵＩ１２およびＧＵ
Ｉ１４に隣接する位置にオブジェクト２０が表示させ得る。
【０１００】
　次に、動作指示等が送信された撮像装置２００から動作指示を遂行できなかった旨のエ
ラーの応答が受信されると、表示制御部１０８は、当該撮像装置２００に対応するＧＵＩ
を、当該撮像装置２００でエラーが発生した旨を示すＧＵＩに切り替える。例えば、動作
指示等が送信されたＧＵＩ１２に対応する撮像装置２００から動作指示を遂行できなかっ
た旨のエラーの応答が受信されると、表示制御部１０８は、図９Ｂの下段の図に示したよ
うに、ＧＵＩ１２を、ＧＵＩ４０に切り替える。また、動作指示等が送信された撮像装置
２００との通信が失敗した場合、表示制御部１０８は、当該撮像装置２００に対応するＧ
ＵＩを、通信失敗した旨を示すＧＵＩに切り替える。例えば、動作指示等が送信されたＧ
ＵＩ１４に対応する撮像装置２００との通信が失敗した場合、表示制御部１０８は、図９
Ｂの下段の図に示したように、ＧＵＩ１４を、ＧＵＩ４２に切り替える。
【０１０１】
　なお、表示制御部１０８は、通信処理が異常終了した旨を示すＧＵＩを所定の時間、所
定の時間間隔で点滅させ得る。例えば、表示制御部１０８は、ＧＵＩ４０およびＧＵＩ４
２を５秒間、３．２Ｈｚで点滅させ得る。また、表示制御部１０８は、異常終了した旨を
示すＧＵＩを点滅させている間、オブジェクト２０を表示させたままにしてもよい。さら
に、表示制御部１０８は、点滅終了後、異常終了した旨を示すＧＵＩを、切り替え前のＧ
ＵＩに戻してもよい。
【０１０２】
　このように、表示制御部１０８は、通信処理が異常終了した場合、通信処理が異常終了
した旨を示すＧＵＩを表示させる。このため、ユーザは通信処理の動作結果を視覚的に把
握することが可能となる。
【０１０３】
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　また、表示制御部１０８は、接続されている撮像装置２００が撮影不可能な状態になっ
た場合、当該撮像装置２００に対応するＧＵＩを、撮影不可状態を示すＧＵＩに切り替え
てもよい。例えば、図９Ｃを参照して、撮影不可状態を示すＧＵＩについて説明する。図
９Ｃは、本実施形態の第８の変形例に係る情報処理装置１００の表示する撮像装置２００
の動作状態を示すＧＵＩのさらに別の例およびその他のＧＵＩの例を示す図である。
【０１０４】
　接続されている撮像装置２００の記録メディアの記憶容量が枯渇し、通信部１０２によ
り記録メディアの記憶容量が枯渇した旨が当該撮像装置２００から受信されると、表示制
御部１０８は、当該撮像装置２００に対応するＧＵＩを、図９Ｃに示すような、撮影不可
状態を示すＧＵＩ５０に切り替える。このため、ユーザは撮像装置２００の撮影可能性を
視覚的に把握することが可能となる。
【０１０５】
　このように、本実施形態の第８の変形例によれば、表示制御部１０８は、撮像装置２０
０の各々の動作状態を示すＧＵＩを表示させる。このため、撮像装置２００の動作状態が
可視化されることにより、ユーザは視覚的に動作状態を把握することができ、利便性を向
上させることが可能となる。
【０１０６】
　なお、表示制御部１０８は、情報処理装置１００に対応していない装置が接続された場
合、接続された装置が情報処理装置１００に非対応である旨を示すＧＵＩを表示させても
よい。例えば、図９Ｃに示したように、情報処理装置１００に対応していない装置が接続
されると、表示制御部１０８は、当該装置は情報処理装置１００に非対応である旨を示す
ＧＵＩ５０を表示させ得る。このため、ユーザは接続された撮像装置２００が情報処理装
置１００に対応しているかの判断を迅速に行うことが可能となる。
【０１０７】
　　　（第９の変形例）
　本実施形態の第９の変形例として、通信部１０２は、異なる撮影モードである撮像装置
２００の各々に対して、記録状態に遷移させる旨の動作指示を送信してもよい。例えば、
図１０を参照して、上記の処理について説明する。図１０は、本実施形態の第９の変形例
に係る情報処理装置１００の記録状態への遷移動作指示に係る表示画面の変化を示す図で
ある。
【０１０８】
　まず、表示制御部１０８は、接続されている撮像装置２００の各々に対応するＧＵＩを
表示部１１０に表示させる。例えば、図１０の上段の左図に示したように、表示制御部１
０８は、動画モードである撮像装置２００に対応するＧＵＩ１０Ａ～１０Ｃおよび静止画
モードである撮像装置２００に対応するＧＵＩ１２を表示させ得る。
【０１０９】
　次に、通信部１０２は、ユーザ操作に基づいて、撮影モードが所定のモードである撮像
装置２００に対して、記録状態への遷移動作指示を送信する。また、表示制御部１０８は
、通信処理中であることを示すオブジェクトを、遷移動作指示が送信された撮像装置２０
０に対応するＧＵＩに隣接する位置に表示させる。例えば、通信部１０２は、操作部１０
６に対して行われる、撮像装置２００に対する記録指示操作に基づいて、撮影モードが動
画モードまたは静止画モードである撮像装置２００に対して、記録状態に遷移させる動作
指示を送信し得る。また、表示制御部１０８は、図１０の上段の中図に示したように、動
作指示が送信された撮像装置２００に対応するＧＵＩ１０Ａ～１０ＣおよびＧＵＩ１２の
各々に隣接する位置にオブジェクト２０を表示させ得る。なお、所定のモードは、インタ
ーバル静止画モードであってもよく、また、ユーザにより設定されてもよい。
【０１１０】
　次に、動作指示が受信された撮像装置２００は、撮像装置２００の動作状態を記録状態
に遷移させ、記録状態に遷移した旨を情報処理装置１００に対して送信する。例えば、動
作制御部２０４は、受信された動作指示に従って、撮像装置２００を記録状態に遷移させ
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、撮像部２０６の撮像を開始させ得る。そして、動作制御部２０４は、通信部２０２に、
情報処理装置１００に対して記録状態に遷移した旨の応答を送信させ得る。なお、静止画
モードの撮像装置２００が記録状態への遷移指示を受信した場合は、動作制御部２０４は
、撮像部２０６に撮像を１回だけ行わせ、通信部２０２に、情報処理装置１００に対して
撮像を行った旨を送信させる。
【０１１１】
　次に、通信部１０２により記録状態に遷移した旨の応答が受信されると、表示制御部１
０８は、動画モードである撮像装置２００に対応するＧＵＩに記録状態であることを示す
オブジェクトを表示させる。例えば、通信部１０２により記録状態に遷移した旨の応答が
受信されると、表示制御部１０８は、図１０の上段の右図に示したように、応答に係る撮
像装置２００に対応するＧＵＩ１０Ａ～１０Ｃの各々に対して記録状態であることを示す
オブジェクト３０を重畳表示させ、通信処理中であることを示すオブジェクト２０を削除
させる。なお、表示制御部１０８は、静止画モードである撮像装置２００に対応するＧＵ
Ｉには、オブジェクト３０を表示させない。
【０１１２】
　次に、通信部１０２は、ユーザ操作に基づいて、撮影モードが所定のモードである撮像
装置２００に対して、記録停止状態への遷移動作指示を送信する。また、表示制御部１０
８は、通信処理中であることを示すオブジェクトを、遷移動作指示が送信された撮像装置
２００に対応するＧＵＩに隣接する位置に表示させる。例えば、通信部１０２は、操作部
１０６に対して行われる、撮像装置２００に対する記録停止指示操作に基づいて、撮影モ
ードが動画モードまたは静止画モードである撮像装置２００に対して、記録停止状態に遷
移させる動作指示を送信し得る。また、表示制御部１０８は、図１０の上段の中図に示し
たように、動作指示が送信された撮像装置２００に対応するＧＵＩ１０Ａ～１０Ｃおよび
ＧＵＩ１２の各々に隣接する位置にオブジェクト２０を表示させ得る。
【０１１３】
　次に、動作指示が受信された撮像装置２００は、撮像装置２００の動作状態を記録停止
状態に遷移させ、記録停止状態に遷移した旨を情報処理装置１００に対して送信する。例
えば、動作制御部２０４は、受信された動作指示に従って、撮像装置２００を記録停止状
態に遷移させ、撮像部２０６の撮像を終了させ得る。そして、動作制御部２０４は、通信
部２０２に、情報処理装置１００に対して記録停止状態に遷移した旨の応答を送信させ得
る。なお、静止画モードの撮像装置２００が記録停止状態への遷移指示を受信した場合は
、動作制御部２０４は、撮像部２０６に撮像を１回だけ行わせ、通信部２０２に、情報処
理装置１００に対して撮像を行った旨を送信させる。
【０１１４】
　次に、通信部１０２により記録停止状態に遷移した旨の応答が受信されると、表示制御
部１０８は、記録状態であることを示すオブジェクトを削除させる。例えば、通信部１０
２により記録停止状態に遷移した旨の応答が受信されると、表示制御部１０８は、図１０
の下段の右図に示したように、応答に係る撮像装置２００に対応するＧＵＩ１０Ａ～１０
Ｃの各々に対して表示されている記録状態であることを示すオブジェクト３０を削除させ
、通信処理中であることを示すオブジェクト２０を削除させる。
【０１１５】
　このように、本実施形態の第９の変形例によれば、通信部１０２は、異なる撮影モード
である撮像装置２００の各々に対して、記録状態に遷移させる旨の動作指示を送信する。
このため、ユーザは撮影モード毎に記録指示操作を行うことなく、撮像装置２００を操作
することができ、ユーザの利便性を向上させることが可能となる。
【０１１６】
　なお、上記では、通信部１０２は、所定の撮影モードである撮像装置２００に対して記
録状態への遷移動作指示を送信する例を説明したが、通信部１０２は、全ての撮像装置２
００に対して記録状態への遷移動作指示を送信してもよい。この場合、遷移動作指示を受
信した撮像装置２００が、所定の撮影モードであるかの判定を行い、所定の撮影モードで
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あると判定された場合に、記録状態に遷移する。このため、情報処理装置１００における
撮影モードを判定する処理を省略することができ、情報処理装置１００の処理負荷の低減
および処理速度の向上が可能となる。
【０１１７】
　　　（第１０の変形例）
　本実施形態の第１０の変形例として、表示制御部１０８は、接続されている複数の装置
の各々の撮影モードを１の撮影モードに統一する操作が行われると、接続されている複数
の操作の各々に対応するＧＵＩを、操作に係る撮影モードを示すＧＵＩを変更してもよい
。例えば、図１１を参照して、上記の処理について説明する。図１１は、本実施形態の第
１０の変形例に係る情報処理装置１００の撮影モード一括変更処理に係る表示画面の変化
を示す図である。
【０１１８】
　まず、表示制御部１０８は、接続されている撮像装置２００の各々に対応するＧＵＩを
表示部１１０に表示させる。例えば、図１１の上段の左図に示したように、表示制御部１
０８は、動画モードである撮像装置２００に対応するＧＵＩ１０Ａ～１０Ｃおよび静止画
モードである撮像装置２００に対応するＧＵＩ１２を表示させ得る。
【０１１９】
　次に、ユーザにより撮影モード設定画面を表示する操作が行われると、表示制御部１０
８は、撮影モード設定画面を表示させる。例えば、操作部１０６に対して、撮影モード設
定画面を表示する操作が行われると、表示制御部１０８は、図１１の上段の右図のような
画面を表示させる。表示画面には、静止画モードを示すＧＵＩ１２、動画モードを示すＧ
ＵＩ１０およびインターバル静止画モードを示すＧＵＩ１６等が表示され得る。
【０１２０】
　次に、ユーザにより撮影モードを設定する操作が行われると、通信部１０２は、撮影モ
ードが設定操作に係る撮影モードでない撮像装置２００に対して、撮影モードを設定操作
に係る撮影モードに遷移させる動作指示を送信する。また、表示制御部１０８は、撮影モ
ード設定画面を消して、元の表示画面に戻し、動作指示が送信された撮像装置２００に対
応するＧＵＩに隣接する位置に通信処理中であることを示すオブジェクトを表示させる。
例えば、通信部１０２は、操作部１０６に対して、撮影モードを動画モードに設定する操
作が行われると、接続されている撮像装置２００の各々に対して撮影モードが動画モード
であるか判定を行う。そして、通信部１０２は、撮影モードが静止画モードである撮像装
置２００に対して、撮影モードを動画モードに遷移させる動作指示を送信する。また、表
示制御部１０８は、操作部１０６に対して、撮影モードを動画モードに設定する操作が行
われると、図１１の下段の左図に示したように、撮影モード設定画面を消して、元の表示
画面を表示させる。さらに、表示制御部１０８は、動作指示が送信された撮像装置２００
に対応するＧＵＩ１２に隣接する位置に通信処理中であることを示すオブジェクト２０を
表示させる。
【０１２１】
　次に、動作指示が受信された撮像装置２００は、撮像装置２００の撮影モードを動作指
示に係る撮影モードに設定し、撮影モードを変更した旨を情報処理装置１００に対して送
信する。例えば、動作制御部２０４は、受信された動作指示に従って、撮像装置２００の
撮影モードを動画モードに変更させ得る。そして、動作制御部２０４は、通信部２０２に
、情報処理装置１００に対して動画モードに変更した旨の応答を送信させ得る。
【０１２２】
　次に、通信部１０２により撮影モードを変更した旨の応答が受信されると、表示制御部
１０８は、応答に係る撮像装置２００に対応するＧＵＩを動作指示に係る撮影モードを示
すＧＵＩに変更する。また、表示制御部１０８は、通信処理中であることを示すオブジェ
クトを削除する。例えば、通信部１０２により動画モードに遷移した旨の応答が受信され
ると、表示制御部１０８は、応答に係る撮像装置２００に対応するＧＵＩ１２を、図１１
の下段の右図に示したような動画モードを示すＧＵＩ１０Ｄに変更させる。また、表示制
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御部１０８は、通信処理中であることを示すオブジェクト２０を削除する。
【０１２３】
　このように、本実施形態の第１０の変形例によれば、表示制御部１０８は、接続されて
いる複数の装置の各々の撮影モードを１の撮影モードに統一する操作が行われると、接続
されている複数の操作の各々に対応するＧＵＩを、操作に係る撮影モードを示すＧＵＩを
変更する。このため、ユーザが撮影モードを変更させたい撮像装置２００の各々の撮影モ
ードを一括して変更させることにより、ユーザ操作の煩雑性を低減させることが可能とな
る。
【０１２４】
　＜３．本開示の一実施形態に係る情報処理装置のハードウェア構成＞
　以上、本発明の実施形態を説明した。上述した情報処理装置１００の処理は、ソフトウ
ェアと、以下に説明する情報処理装置１００のハードウェアとの協働により実現される。
【０１２５】
　図１２は、本開示に係る情報処理装置１００のハードウェア構成を示した説明図である
。図１２に示したように、情報処理装置１００は、ＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐｒｏｃｅ
ｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ）１３２と、ＲＯＭ（Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）１３４
と、ＲＡＭ（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）１３６と、ブリッジ１３８と
、バス１４０と、インターフェース１４２と、入力装置１４４と、出力装置１４６と、ス
トレージ装置１４８と、接続ポート１５０と、通信装置１５２とを備える。
【０１２６】
　ＣＰＵ１３２は、演算処理装置および制御装置として機能し、各種プログラムと協働し
て情報処理装置１００内の表示制御部１０８の動作を実現する。また、ＣＰＵ１３２は、
マイクロプロセッサであってもよい。ＲＯＭ１３４は、ＣＰＵ１３２が使用するプログラ
ムまたは演算パラメータ等を記憶する。ＲＡＭ１３６は、ＣＰＵ１３２の実行にいて使用
するプログラムまたは実行において適宜変化するパラメータ等を一時記憶する。ＲＯＭ１
３４およびＲＡＭ１３６により、情報処理装置１００内の記憶部１０４の一部を実現する
。ＣＰＵ１３２、ＲＯＭ１３４およびＲＡＭ１３６は、ＣＰＵバスなどから構成される内
部バスにより相互に接続されている。
【０１２７】
　入力装置１４４は、情報処理装置１００の操作部１０６の一例として、マウス、キーボ
ード、タッチパネル、ボタン、マイクロフォン、スイッチおよびレバーなどユーザが情報
を入力するための入力手段、およびユーザによる入力に基づいて入力信号を生成し、ＣＰ
Ｕ１３２に出力する入力制御回路などから構成されている。情報処理装置１００のユーザ
は、入力装置１４４を操作することにより、情報処理装置１００に対して各種のデータを
入力したり処理動作を指示したりすることができる。
【０１２８】
　出力装置１４６は、情報処理装置１００の表示部１１０の一例として、例えば、液晶デ
ィスプレイ（ＬＣＤ）装置、ＯＬＥＤ（Ｏｒｇａｎｉｃ　Ｌｉｇｈｔ　Ｅｍｉｔｔｉｎｇ
　Ｄｉｏｄｅ）装置、ランプなどの装置への出力を行う。さらに、出力装置１４６は、ス
ピーカおよびヘッドフォンなどの音声出力を行ってもよい。
【０１２９】
　ストレージ装置１４８は、データ格納用の装置である。ストレージ装置１４８は、記憶
媒体、記憶媒体にデータを記録する記録装置、記憶媒体からデータを読み出す読出し装置
および記憶媒体に記録されたデータを削除する削除装置等を含んでもよい。ストレージ装
置１４８は、ＣＰＵ１３２が実行するプログラムや各種データを格納する。
【０１３０】
　接続ポート１５０は、例えば、情報処理装置１００の外部の情報処理装置または周辺機
器と接続するためのバスである。また、接続ポート１５０は、ＵＳＢ（Ｕｎｉｖｅｒｓａ
ｌ　Ｓｅｒｉａｌ　Ｂｕｓ）であってもよい。
【０１３１】
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　通信装置１５２は、例えば、情報処理装置１００の通信部１０２の一例として、ネット
ワークに接続するための通信デバイスで構成された通信インターフェースである。また、
通信装置１５２は、赤外線通信対応装置であっても、無線ＬＡＮ（Ｌｏｃａｌ　Ａｒｅａ
　Ｎｅｔｗｏｒｋ）対応通信装置であっても、ＬＴＥ（Ｌｏｎｇ　Ｔｅｒｍ　Ｅｖｏｌｕ
ｔｉｏｎ）対応通信装置であっても、有線による通信を行うワイヤー通信装置であっても
よい。
【０１３２】
　＜４．むすび＞
　本開示の一実施形態によれば、表示させる画像を送信する撮像装置２００を自動的に切
り替えることにより、画像表示が停止されることを抑制することが可能となる。
【０１３３】
　以上、添付図面を参照しながら本開示の好適な実施形態について詳細に説明したが、本
開示の技術的範囲はかかる例に限定されない。本開示の技術分野における通常の知識を有
する者であれば、特許請求の範囲に記載された技術的思想の範疇内において、各種の変更
例または修正例に想到し得ることは明らかであり、これらについても、当然に本開示の技
術的範囲に属するものと了解される。
【０１３４】
　また、本明細書に記載された効果は、あくまで説明的または例示的なものであって限定
的ではない。つまり、本開示に係る技術は、上記の効果とともに、または上記の効果に代
えて、本明細書の記載から当業者には明らかな他の効果を奏しうる。
【０１３５】
　なお、以下のような構成も本開示の技術的範囲に属する。
（１）接続されている複数の装置から画像を受信する通信部と、前記通信部により受信さ
れる画像を表示させる表示制御部と、を備え、前記表示制御部は、表示させる画像が前記
通信部により受信されなくなった場合、表示させる画像を、前記複数の装置のうちの通信
に基づく履歴から特定される装置から受信される画像に切り替える、情報処理装置。
（２）前記特定される装置は、受信される画像の表示履歴に基づいて特定される、前記（
１）に記載の情報処理装置。
（３）前記特定される装置は、前記通信部により受信されなくなった画像が表示される前
に表示された画像を送信する装置である、前記（２）に記載の情報処理装置。
（４）前記特定される装置は、他の画像よりも表示時間の長い画像を送信する装置である
、前記（２）に記載の情報処理装置。
（５）前記特定される装置は、通信接続履歴に基づいて特定される、前記（１）に記載の
情報処理装置。
（６）前記特定される装置は、他の装置よりも接続時間の長い装置である、前記（５）に
記載の情報処理装置。
（７）前記特定される装置は、他の装置よりも電波強度が高い装置である、前記（５）に
記載の情報処理装置。
（８）ユーザにより操作が行われる操作部をさらに備え、前記表示制御部は、前記操作部
に対して行われる操作に応じて選択される、接続されている装置に対応するＧＵＩを表示
させ、表示させる画像を、選択されたＧＵＩに係る装置が送信する画像に切り替える、前
記（１）～（７）のいずれか１項に記載の情報処理装置。
（９）前記表示制御部は、接続が切断された装置に係るＧＵＩを削除した場合、削除され
たＧＵＩの削除前の表示位置に相当する領域に他の装置に係るＧＵＩの表示をさせず、前
記接続が切断された装置が再接続されると、前記領域に再接続された装置に係るＧＵＩを
表示させる、前記（８）に記載の情報処理装置。
（１０）前記表示制御部は、前記接続が切断された装置が再接続されず、かつＧＵＩの表
示領域が不足した場合、前記領域に対する他の装置に係るＧＵＩの表示を可能にする、前
記（９）に記載の情報処理装置。
（１１）前記表示制御部は、ＧＵＩに係る装置を識別可能なように表示させる、前記（８
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）～（１０）のいずれか１項に記載の情報処理装置。
（１２）前記ＧＵＩは、前記ＧＵＩに係る装置の動作状態を示す、前記（８）～（１１）
のいずれか１項に記載の情報処理装置。
（１３）前記表示制御部は、通信処理中の装置に係るＧＵＩの周辺に通信処理中であるこ
とを示すオブジェクトを表示する、前記（８）～（１２）のいずれか１項に記載の情報処
理装置。
（１４）前記表示制御部は、表示させている画像を送信する装置を示すようにＧＵＩを表
示する、前記（８）～（１３）のいずれか１項に記載の情報処理装置。
（１５）前記ＧＵＩは、前記操作部に隣接する位置に表示される、前記（８）～（１４）
のいずれか１項に記載の情報処理装置。
（１６）前記表示制御部は、前記ＧＵＩを、装置が接続された順に並べて表示させる、前
記（８）～（１５）のいずれか１項に記載の情報処理装置。
（１７）接続されている複数の装置から画像を受信することと、受信される画像を表示さ
せることと、表示させる画像が受信されなくなった場合、表示させる画像を、前記複数の
装置のうちの通信に基づく履歴から特定される装置から受信される画像に切り替えること
と、を含む情報処理方法。
（１８）接続されている複数の装置から画像を受信する通信機能と、前記通信機能により
受信される画像を表示させ、表示させる画像が前記通信機能により受信されなくなった場
合、表示させる画像を、前記複数の装置のうちの通信に基づく履歴から特定される装置か
ら受信される画像に切り替える表示制御機能と、をコンピュータに実現させるためのプロ
グラム。
【０１３６】
　また、以下のような構成も本開示の技術的範囲に属する。
（Ａ）接続されている複数の装置と通信を行う通信部と、前記接続されている複数の装置
の各々の撮影モードを示すＧＵＩを表示させる表示制御部と、を備える情報処理装置。
（Ｂ）前記通信部は、前記複数の装置から画像を受信し、前記表示制御部は、前記通信部
により受信される画像を表示させ、前記ＧＵＩを、前記画像に重畳表示させる、前記（Ａ
）に記載の情報処理装置。
（Ｃ）前記表示制御部は、表示させている画像を送信する装置を示すように前記ＧＵＩを
表示する、前記（Ｂ）に記載の情報処理装置。
（Ｄ）前記表示制御部は、表示させている画像を送信する装置に対応するＧＵＩの表示領
域の背景を、他のＧＵＩの表示領域の背景と異なるように表示させる、前記（Ｃ）に記載
の情報処理装置。
（Ｅ）前記表示制御部は、表示させている画像を送信する装置に対応するＧＵＩの表示領
域の背景を不透明にする、前記（Ｄ）に記載の情報処理装置。
（Ｆ）前記表示制御部は、表示させている画像を送信する装置に対応するＧＵＩの表示領
域の背景色を、他のＧＵＩの表示領域の背景色と異なる色で表示させる、前記（Ｄ）に記
載の情報処理装置。
（Ｇ）前記表示制御部は、ＧＵＩに対応する装置の記録状態を示すオブジェクトを表示さ
せる、前記（Ａ）～（Ｆ）のいずれか１項に記載の情報処理装置。
（Ｈ）前記表示制御部は、動画モードを示すＧＵＩに対応する装置が記録状態である場合
に、記録状態を示すオブジェクトを表示させる、前記（Ｇ）に記載の情報処理装置。
（Ｉ）前記表示制御部は、接続されている装置の撮影モードが確定するまでの間、撮影モ
ードが未確定であることを示すＧＵＩを表示させる、前記（Ａ）～（Ｈ）のいずれか１項
に記載の情報処理装置。
（Ｊ）前記表示制御部は、通信処理中の装置に対応するＧＵＩの周辺に通信処理中を示す
オブジェクトを表示する、前記（Ａ）～（Ｉ）のいずれか１項に記載の情報処理装置。
（Ｋ）前記表示制御部は、前記ＧＵＩを、装置が接続された順に並べて表示させる、前記
（Ａ）～（Ｊ）のいずれか１項に記載の情報処理装置。
（Ｌ）前記表示制御部は、接続が切断された装置に対応するＧＵＩを削除する、前記（Ａ
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（Ｍ）前記表示制御部は、表示させる画像が前記通信部により受信されなくなった場合、
表示させる画像を、前記複数の装置のうちの通信に基づく履歴から特定される装置から受
信される画像に切り替える、前記（Ｂ）～（Ｆ）のいずれか１項に記載の情報処理装置。
（Ｎ）前記表示制御部は、撮影モードが変更された装置に対応するＧＵＩを、変更後の撮
影モードを示すＧＵＩに変更する、前記（Ａ）～（Ｍ）のいずれか１項に記載の情報処理
装置。
（Ｏ）ユーザにより操作が行われる操作部をさらに備え、前記表示制御部は、前記操作部
に対して、接続されている複数の装置の各々の撮影モードを１の撮影モードに統一する操
作が行われると、前記接続されている複数の操作の各々に対応するＧＵＩを、前記１の撮
影モードを示すＧＵＩを変更する、前記（Ａ）～（Ｎ）のいずれか１項に記載の情報処理
装置。
（Ｐ）前記表示制御部は、ＧＵＩに係る装置を識別可能なように表示させる、前記（Ａ）
～（Ｏ）のいずれか１項に記載の情報処理装置。
（Ｑ）接続されている複数の装置と通信を行うことと、前記接続されている複数の装置の
各々の撮影モードを示すＧＵＩを表示させることと、を含む情報処理方法。
（Ｒ）接続されている複数の装置と通信を行う通信機能と、前記接続されている複数の装
置の各々の撮影モードを示すＧＵＩを表示させる表示制御機能と、をコンピュータに実現
させるためのプログラム。
【符号の説明】
【０１３７】
　１００　　情報処理装置
　１０２　　通信部
　１０４　　記憶部
　１０６　　操作部
　１０８　　表示制御部
　２００　　撮像装置
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