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(57)【要約】
　通信装置（１００）は、通信装置（１００）の電源を
ＯＦＦ状態にするための指示を受け付ける受付部（１５
０）と、記録媒体（１０４、１４２）からデータを取得
する取得部（１３０）と、取得したデータを他の電子機
器（２５０）に送信する通信部（１７１）と、通信装置
（１００）の電源を制御する制御部（１３０）と、を備
える。制御部（１３０）は、受付部（１５０）が電源を
ＯＦＦ状態にするための指示を受け付けた後、所定時間
の間、少なくとも、他の電子機器（２５０）との間で通
信を確立するために電力供給が必要な構成要素に対して
、電力を供給する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　自装置の電源をＯＦＦ状態にするための指示を受け付ける受付部と、
　記録媒体からデータを取得する取得部と、
　前記取得したデータを他の電子機器に送信する通信部と、
　自装置の電源を制御する制御部と、
を備え、
　前記制御部は、前記受付部が前記電源をＯＦＦ状態にするための指示を受け付けた後、
所定時間の間、少なくとも、前記他の電子機器との間で通信を確立するために電力供給が
必要な構成要素に対して、電力を供給する、
通信装置。
【請求項２】
　前記電力供給が必要な構成要素は、前記通信部および前記制御部である、
請求項１記載の通信装置。
【請求項３】
　前記制御部は、前記電力供給が必要な構成要素以外の構成要素への電力供給を停止する
、
請求項１または２記載の通信装置。
【請求項４】
　前記通信部は、前記所定時間内に前記通信部が前記他の電子機器との通信を確立したと
き、前記取得したデータを前記他の電子機器に送信し、
　前記制御部は、前記通信部が前記取得したデータの前記他の電子機器への送信を終了し
たとき、前記通信装置の電源をＯＦＦ状態にする、
請求項１および３のいずれか一項に記載の通信装置。
【請求項５】
　前記通信部は、前記所定時間内に前記通信部が前記他の電子機器との通信を確立したと
き、前記取得したデータを前記他の電子機器に送信し、
　前記制御部は、前記通信部が前記取得したデータの前記他の電子機器への送信を終了し
た後、さらに別の所定時間の間、少なくとも、前記電力供給が必要な構成要素に対して、
電力を供給する、
請求項１および３のいずれか一項に記載の通信装置。
【請求項６】
　前記制御部は、前記所定時間内に前記通信部が前記他の電子機器との通信を確立しなか
ったとき、前記通信装置の電源をＯＦＦ状態にする、
請求項１および３のいずれか一項に記載の通信装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、他の装置と通信できる通信装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　特許文献１には、撮像指示に応じて撮像画像を外部記録媒体に記録するとともに無線通
信機能により外部に送信する撮像装置が開示されている。特許文献１記載の撮像装置は、
撮像画像を一時的に記憶する一時記憶手段と、無線通信機能の中断を判断する判断手段と
、判断手段により無線通信機能の中断を判断した場合は、撮影画像の無線通信機能による
外部への送信を中断し、一時記憶手段に一時的に記憶された撮影画像の外部記録媒体への
記録動作を継続するよう制御する制御手段とを有する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
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【特許文献１】特開２００７－１５８６０４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　通信装置がデータを他の通信装置に対して転送する場合、ユーザは通信装置と他の通信
装置との双方を操作しなければならず、ユーザにとって操作性が悪かった。
【０００５】
　本開示は、データを他の通信装置へ転送するときの利便性を向上した通信装置を提供す
る。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本開示における通信装置は、通信装置の電源をＯＦＦ状態にするための指示を受け付け
る受付部と、記録媒体からデータを取得する取得部と、取得したデータを他の電子機器に
送信する通信部と、通信装置の電源を制御する制御部と、を備える。制御部は、受付部が
電源をＯＦＦ状態にするための指示を受け付けた後、所定時間の間、少なくとも、他の電
子機器との間で通信を確立するために電力供給が必要な構成要素に対して、電力を供給す
る。
【発明の効果】
【０００７】
　本開示における通信装置によれば、データを他の通信装置へ転送するときにユーザは通
信装置および他の電子機器の双方を同時に操作する必要がない。よって、データを他の電
子機器へ転送するときの利便性を向上できる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】実施形態１の、デジタルカメラとスマートフォンとで構成される通信システムを
示す図。
【図２】実施形態１のデジタルカメラの電気的構成を示す図。
【図３】実施形態１のスマートフォンの電気的構成を示す図。
【図４】実施形態１における、デジタルカメラとスマートフォンとの間の通信におけるデ
ジタルカメラの動作を示すフローチャート。
【図５】実施形態１での、送信する画像を選択するためのＧＵＩを示す図。
【図６】ユーザによる実施形態１のデジタルカメラおよびスマートフォンの使用例を説明
するための図。
【図７】実施形態２における、デジタルカメラとスマートフォンとの間の通信での、デジ
タルカメラの動作を示すフローチャート。
【図８】実施形態３における、デジタルカメラとスマートフォンとの間の通信での、デジ
タルカメラの動作を示すフローチャート。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　以下、図面を参照しながら実施形態について説明する。実施形態の一例としてデジタル
カメラを用いる。
【００１０】
　ただし、以下の説明において、従来技術および実質的に同一の構成に関する説明のうち
不必要な部分は省略されることもある。これは、説明を簡単にするためである。
【００１１】
　また、以下の説明および添付の図面は、当業者が本開示を充分に理解できるよう開示さ
れるのであって、特許請求の範囲の主題を限定することを意図されていない。
【００１２】
＜１．実施形態１＞
　以下、実施形態１におけるデジタルカメラおよびスマートフォンの構成および動作を説
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明する。
【００１３】
＜１－１．構成＞
　以下、図面を用いて本実施形態のシステムの構成と、デジタルカメラおよびスマートフ
ォンの構成を説明する。
【００１４】
＜１－１－１．デジタルカメラおよびスマートフォンによって構成される通信システムの
構成＞
　図１を用いて、本実施形態におけるデジタルカメラおよびスマートフォンによって構成
されるシステムの構成について説明する。
【００１５】
　本実施形態の通信システムは、デジタルカメラ１００およびスマートフォン２５０によ
って構成される。
【００１６】
　デジタルカメラ１００はスマートフォン２５０と通信するための通信部を備える。デジ
タルカメラ１００は、撮影待機画面に表示される撮影画像（以下、「スルー画像」と称す
）データおよび、記録媒体に記録された画像（以下、「記録画像」と称す）データをスマ
ートフォン２５０へと送信することが可能である。また、デジタルカメラ１００は、撮影
により新たに取得した記録画像のデータを、スマートフォン２５０に送信することができ
る。
【００１７】
　スマートフォン２５０はデジタルカメラ１００と通信するための通信部を備える。スマ
ートフォン２５０は、デジタルカメラ１００から送信されたスルー画像および記録画像を
受信する。スマートフォン２５０は、デジタルカメラ１００よりスルー画像を受信するこ
とにより、スマートフォン２５０が備える表示部にスルー画像を表示することができる。
【００１８】
＜１－１－２．デジタルカメラの構成＞
　図２は、デジタルカメラ１００の電気的構成を示す図である。
【００１９】
　デジタルカメラ１００は、光学系１１０と、ＣＣＤイメージセンサ１２０と、ＡＦＥ（
アナログ・フロント・エンド）１２１と、画像処理部１２２と、液晶モニタ１２３と、バ
ッファメモリ１２４と、コントローラ１３０と、メモリカード１４０を格納できるカード
スロット１４１と、フラッシュメモリ１４２と、操作部１５０と、電源１６０と、通信部
１７１とを備える。
【００２０】
　デジタルカメラ１００は、光学系１１０を介して形成された被写体像をＣＣＤイメージ
センサ１２０で撮像する。ＣＣＤイメージセンサ１２０は撮像した被写体像に基づく画像
データを生成する。撮像により生成された画像データは、ＡＦＥ１２１および画像処理部
１２２において各種処理が施される。生成された画像データはフラッシュメモリ１４２お
よび／またはメモリカード１４０に格納される。フラッシュメモリ１４２および／または
メモリカード１４０に記録された画像データに基づく画像は、ユーザによる操作部１５０
への操作に従って液晶モニタ１２３上に表示される。
【００２１】
　光学系１１０は、フォーカスレンズ１１１、ズームレンズ１１２、絞り１１３、および
シャッタ１１４を含む。なお、光学系１１０は、光学式手ぶれ補正レンズＯＩＳ（図示せ
ず）を含んでいてもよい。また、光学系１１０を構成する各種レンズは任意の数のレンズ
から構成されても、任意の数のレンズ群から構成されてもよい。
【００２２】
　ＣＣＤイメージセンサ１２０は、光学系１１０を通して形成された被写体像を撮像して
画像データを生成する。ＣＣＤイメージセンサ１２０は、所定のフレームレート（例えば
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、３０フレーム／秒）で新しいフレームの画像データを生成する。ＣＣＤイメージセンサ
１２０が画像データを生成するタイミングおよびＣＣＤイメージセンサ１２０の電子シャ
ッタ動作は、コントローラ１３０によって制御される。生成された画像データをスルー画
像として逐一液晶モニタ１２３に表示することにより、ユーザはリアルタイムに被写体の
状況を液晶モニタ１２３で確認できる。
【００２３】
　ＡＦＥ１２１は、ＣＣＤイメージセンサ１２０で生成された画像データに対して、相関
二重サンプリングによる雑音抑圧と、アナログゲインコントローラによるＩＳＯ感度値に
基づくゲインの乗算と、ＡＤコンバータによるＡＤ変換とを施す。その後、ＡＦＥ１２１
は画像データを画像処理部１２２に出力する。
【００２４】
　画像処理部１２２は、ＡＦＥ１２１から出力された画像データに対して各種の処理を施
す。各種処理は、ＢＭ（ブロックメモリ）積算、スミア補正、ホワイトバランス補正、ガ
ンマ補正、ＹＣ変換処理、電子ズーム処理、圧縮処理、および／または伸張処理を含むが
、これらに限定されない。画像処理部１２２は、ハードワイヤードな電子回路で構成され
てもよいし、プログラムを用いたマイクロコンピュータなどで構成されてもよい。また画
像処理部１２２は、コントローラ１３０などとともに、１つの半導体チップで構成されて
もよい。
【００２５】
　液晶モニタ１２３は、デジタルカメラ１００の背面に設置される。液晶モニタ１２３は
、画像処理部１２２にて処理された画像データに基づく画像を表示する。液晶モニタ１２
３が表示する画像には、スルー画像や記録画像が含まれる。
【００２６】
　コントローラ１３０は、デジタルカメラ１００全体の動作を制御する。また、コントロ
ーラ１３０はアクセスポイント機能を有する。コントローラ１３０は、ハードワイヤード
な電子回路で構成されてもよいし、マイクロコンピュータなどで構成されてもよい。また
コントローラ１３０は、画像処理部１２２などと共に、１つの半導体チップで構成されて
もよい。
【００２７】
　フラッシュメモリ１４２は、画像データ等を記録するための内部メモリとして機能する
。また、フラッシュメモリ１４２は、オートフォーカス制御（ＡＦ制御）に関するプログ
ラム、通信制御に関するプログラム、および／またはデジタルカメラ１００全体の動作を
制御するためのプログラム等を格納している。
【００２８】
　バッファメモリ１２４は、画像処理部１２２やコントローラ１３０のワークメモリとし
て機能する記憶手段である。バッファメモリ１２４はＤＲＡＭ（Dynamic Random Access 
Memory）などで実現できる。
【００２９】
　カードスロット１４１は、メモリカード１４０を格納できる接続手段である。カードス
ロット１４１は、メモリカード１４０と電気的及び機械的に接続可能である。なお、カー
ドスロット１４１は、メモリカード１４０を制御する機能を備えてもよい。
【００３０】
　メモリカード１４０は、内部にフラッシュメモリ等の記憶素子を備えた外部メモリであ
る。メモリカード１４０は、画像処理部１２２で処理された画像データなどのデータを格
納可能である。
【００３１】
　通信部１７１は、無線または有線の通信インターフェースである。コントローラ１３０
は通信部１７１およびアクセスポイント経由でインターネット網に接続することができる
。通信部１７１は、例えば、ＵＳＢ、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）、無線ＬＡＮ、ま
たは有線ＬＡＮ等により実現可能である。
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【００３２】
　電源１６０は、デジタルカメラ１００の各部に電力を供給する。電源１６０は、デジタ
ルカメラ１００に格納されたバッテリであってもよいし、外部のＡＣ電源から電力をケー
ブルを介して取り込むよう構成されてもよい。
【００３３】
　操作部１５０は、デジタルカメラ１００の外装に設置された操作釦、操作レバー、およ
び／または電源スイッチを含む。操作部１５０はユーザによる操作を受け付ける。操作部
１５０はユーザによる操作を受け付けると、種々の動作を指示するための信号をコントロ
ーラ１３０に送信する。電源スイッチは、電源１６０によるデジタルカメラ１００への電
力供給を開始または停止させるための（つまり、デジタルカメラ１００の電源１６０をＯ
Ｎ状態またはＯＦＦ状態に切り替えるための）スイッチである。
【００３４】
＜１－１－３．スマートフォンの構成＞
　図３を用いて、スマートフォン２５０の構成について説明する。図３は、スマートフォ
ン２５０の電気的構成を示す図である。
【００３５】
　スマートフォン２５０は、コントローラ２５１と、ワークメモリ２５２と、フラッシュ
メモリ２５３と、通信部２５４と、液晶モニタ２５６と、タッチパネル２５７とを備える
。スマートフォン２５０は、撮像部、および／または画像処理部を備えてもよい。
【００３６】
　コントローラ２５１は、スマートフォン２５０上の処理を実行する処理手段である。コ
ントローラ２５１は、ワークメモリ２５２と、フラッシュメモリ２５３と、通信部２５４
と、液晶モニタ２５６と、タッチパネル２５７とに電気的に接続されている。コントロー
ラ２５１は、タッチパネル２５７上のユーザによる操作を受け付ける。コントローラ２５
１は、データをフラッシュメモリ２５３に格納したり、フラッシュメモリ２５３からデー
タを読み出したりすることができる。またコントローラ２５１は、スマートフォン２５０
の各部に供給される電力に関するシステム等を制御している。またコントローラ２５１は
電話機能およびインターネットを介してダウンロードした各種アプリケーションを実行す
る。
【００３７】
　ワークメモリ２５２は、コントローラ２５１が各種処理を実行するために必要な情報を
一時的に格納するメモリである。
【００３８】
　フラッシュメモリ２５３は、各種データを格納する大容量のディスクドライブである。
上述したように、フラッシュメモリ２５３に格納された各種データは、適宜コントローラ
２５１により読み出し可能である。なお、本実施形態では、スマートフォン２５０はフラ
ッシュメモリ２５３を備えたが、スマートフォン２５０がフラッシュメモリでなく他の種
類の記録媒体（ハードディスクドライブ等）を備えても良い。
【００３９】
　液晶モニタ２５６は、コントローラ２５１によって指定された画面を表示する表示デバ
イスである。
【００４０】
　タッチパネル２５７は、ユーザの操作を受け付ける入力デバイスである。なお、本実施
形態では、スマートフォン２５０がユーザの操作を受け付ける入力デバイスとしてタッチ
パネル２５７を備えたが、スマートフォン２５０がタッチパネルでなく他の種類の入力デ
バイス（ハードキー等）を備えても良い。
【００４１】
　通信部２５４は、インターネット網を介して他の装置から受信したデータをコントロー
ラ２５１に入力したり、コントローラ２５１から受け取った画像データをインターネット
網を介して他の装置に送信したりすることができる。通信部２５４は、例えば、有線ＬＡ
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Ｎまたは無線ＬＡＮにより実現することが可能である。
【００４２】
＜１－２．デジタルカメラの動作＞
　以下、デジタルカメラ１００の動作について説明する。まずデジタルカメラ１００の基
本動作について説明し、その後、デジタルカメラ１００とスマートフォン２５０との間の
通信におけるデジタルカメラ１００の動作について説明する。
【００４３】
＜１－２－１．デジタルカメラの基本動作＞
　デジタルカメラ１００のコントローラ１３０は、デジタルカメラ１００の電源がＯＮ状
態に切り替えられると、デジタルカメラ１００の各部に電力を供給し、デジタルカメラ１
００を撮影が可能な状態に制御する。
【００４４】
　デジタルカメラ１００は、撮影モードと、再生モードとを有している。デジタルカメラ
１００が撮影モードに設定されているときは、コントローラ１３０は、光学系１１０を通
じて入射された被写体像からＣＣＤイメージセンサ１２０により撮像された画像データに
基づくスルー画像を、液晶モニタ１２３に表示する。
【００４５】
　スルー画像が液晶モニタ１２３に表示されることにより、ユーザは、液晶モニタ１２３
に表示されているスルー画像を見ることにより、被写体の画角等が撮影を所望するもので
あるか否かを確認できる。そして、ユーザが所望のタイミングでレリーズ釦を押下するこ
とにより、そのタイミングにＣＣＤイメージセンサ１２０によって撮像された画像は、画
像処理部１２２により処理されて、記録画像としてメモリカード１４０に記録される。
【００４６】
　一方、デジタルカメラ１００が再生モードに設定されているときは、コントローラ１３
０は、メモリカード１４０に記録済みの画像を読み出して、読み出した画像を液晶モニタ
１２３に表示する。これにより、ユーザは、記録済みの画像を確認することができる。
【００４７】
＜１－２－２．デジタルカメラの通信動作＞
　図４を用いて、デジタルカメラ１００とスマートフォン２５０との間の通信におけるデ
ジタルカメラ１００の動作について説明する。図４は、デジタルカメラ１００とスマート
フォン２５０との間の通信におけるデジタルカメラ１００の動作を示すフローチャートで
ある。
【００４８】
　デジタルカメラ１００の電源がＯＮ状態であるときに、コントローラ１３０は、ユーザ
により操作部１５０が操作されて電源ＯＦＦ指示（電源ＯＦＦ操作）がなされた否かを監
視している（Ｓ３００）。
【００４９】
　コントローラ１３０は、ユーザにより電源ＯＦＦ操作が為されるまでは、電源（バッテ
リ等）による電力供給が継続されている限り、デジタルカメラ１００の電源ＯＮ状態を維
持する（ステップＳ３００におけるＮｏ）。
【００５０】
　一方、ユーザにより電源ＯＦＦ操作が為されたことを検出すると（ステップＳ３００に
おけるＹｅｓ）、コントローラ１３０は、電力の供給を要する構成要素のうち、一部の構
成要素への電力供給を停止する（Ｓ３０１）。すなわち、デジタルカメラ１００は、ユー
ザにより電源ＯＦＦ操作が為されると、一部電源をＯＦＦ状態に移行させる。
【００５１】
　ここで、電力供給を停止される一部の構成要素は、通信機能に関係のない構成要素であ
る。通信機能に関係のない構成要素は、具体的には、光学系１１０を駆動するための駆動
部、ＣＣＤイメージセンサ１２０、およびＡＦＥ１２１等の撮影のみに関する撮影部、お
よび液晶モニタ１２３といった表示部等である。すなわち、ユーザによる電源ＯＦＦ操作
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が為されると、コントローラ１３０は、通信機能に関係のない構成要素への電力供給を停
止するよう、各部を制御する。
【００５２】
　これにより、デジタルカメラ１００とスマートフォン２５０との間の通信が開始される
までの待機期間の、デジタルカメラ１００の消費電力を、電力が全ての構成要素へ供給さ
れた場合に比べて、低減させることができる。
【００５３】
　また、このとき、コントローラ１３０は、通信部１７１などの通信機能に関する構成要
素および、通信中に使用する可能性のある構成要素（メモリカード１４０、カードスロッ
ト１４１、およびフラッシュメモリ１４２など）への電力供給を継続する。また、コント
ローラ１３０は、デジタルカメラ１００のアクセスポイント機能を起動状態に維持する。
【００５４】
　その後、デジタルカメラ１００のコントローラ１３０は、所定時間の間、スマートフォ
ン２５０等の通信装置からの接続要求を受信するまで待機する（Ｓ３０２）。ここで所定
時間は、例えば、数分、または約１時間である。このとき、デジタルカメラ１００のコン
トローラ１３０は、アクセスポイント機能を起動状態に維持しており、スマートフォン２
５０等の通信装置（クライアント装置）がデジタルカメラ１００へ接続できる状態を維持
している。これにより、スマートフォン２５０等の通信装置は、デジタルカメラ１００を
接続相手として発見できる。
【００５５】
　待機中、デジタルカメラ１００のコントローラ１３０は、スマートフォン２５０からデ
ジタルカメラ１００への接続要求があったか否かを監視している（Ｓ３０３）。デジタル
カメラ１００は電源ＯＦＦ操作後もアクセスポイント機能を起動状態に維持しているので
、クライアントとなるスマートフォン２５０はデジタルカメラ１００を接続相手として発
見できる。また、デジタルカメラ１００のコントローラ１３０は、接続要求を待機する所
定の時間が経過したか否かを判定する（Ｓ３０９）。
【００５６】
　デジタルカメラ１００のコントローラ１３０は、接続要求を待機する所定の時間が経過
するまでは（ステップＳ３０９におけるＮｏ）、接続待機（Ｓ３０２）、接続要求の判定
（Ｓ３０３）、および所定時間が経過したか否かの判定（Ｓ３０９）の動作を繰り返す。
【００５７】
　デジタルカメラ１００のコントローラ１３０は、スマートフォン２５０からの接続要求
がなく所定時間が経過した場合（ステップＳ３０９におけるＹｅｓ）、デジタルカメラ１
００を構成する全ての構成要素への電力供給を停止する（Ｓ３１０）。すなわち、コント
ローラ１３０は、通信機能に関係のない構成要素への電力供給はすでに停止しているので
（Ｓ３０１）、デジタルカメラ１００のコントローラ１３０は、通信機能に関係する残り
の構成要素（通信部１７１、メモリカード１４０、カードスロット１４１など）への電力
供給を停止する。これにより、デジタルカメラ１００の電源１６０は完全に電源ＯＦＦ状
態となり、デジタルカメラ１００は非動作状態となる。
【００５８】
　一方、スマートフォン２５０から接続要求があった場合（ステップＳ３０３におけるＹ
ｅｓ）、デジタルカメラ１００は、通信部１７１と通信部２５４とを介して、スマートフ
ォン２５０に対して接続動作を行なう（Ｓ３０４）。具体的には、デジタルカメラ１００
は以下の手順でスマートフォン２５０と接続して通信を確立する。
【００５９】
　デジタルカメラ１００はアクセスポイント機能を起動状態に維持しているので、スマー
トフォン２５０のコントローラ２５１は接続可能なアクセスポイントの一覧に基づいてデ
ジタルカメラ１００を接続相手として指定することができる。
【００６０】
　なお、スマートフォン２５０は、接続相手を指定するとき、接続可能なアクセスポイン
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トを自動的に指定してもよいし、ユーザによって指定されたアクセスポイントを指定して
もよい。スマートフォン２５０がユーザによって指定されたアクセスポイントを指定した
場合、スマートフォン２５０は、２回目以降の接続相手の指定時に、ユーザによって指定
された接続相手（デジタルカメラ１００）を自動的に指定してもよい。
【００６１】
　スマートフォン２５０のコントローラ２５１は、デジタルカメラ１００を接続相手とし
て指定すると、通信部２５４を介して、デジタルカメラ１００に対して接続要求を送信す
る。デジタルカメラ１００のコントローラ１３０は、通信部１７１を介してスマートフォ
ン２５０からの接続要求を受信すると、スマートフォン２５０のコントローラ２５１に、
デジタルカメラ１００への接続を許可することを示す情報を送信する。ただし、接続許可
を示す情報は、デジタルカメラ１００に接続制限などの制限が設定されている場合は送信
されない。スマートフォン２５０のコントローラ２５１が接続許可を示す情報を受信する
と、デジタルカメラ１００とスマートフォン２５０との間の通信部１７１および通信部２
５４を介した通信は確立される。すなわち、デジタルカメラ１００は、電源ＯＦＦ操作後
の所定時間内であれば、スマートフォン２５０から接続要求を受けると、スマートフォン
２５０との通信を確立させることができる。
【００６２】
　通信が確立されると、デジタルカメラ１００のコントローラ１３０は、通信相手のスマ
ートフォン２５０に対して、メモリカード１４０内の画像を送信する（Ｓ３０５）。スマ
ートフォン２５０に送信される画像は所定の方法で決定される。
【００６３】
　デジタルカメラ１００がスマートフォン２５０に対して送信する画像を決定するための
所定の方法について、３つの例を挙げて説明する。
【００６４】
　一つ目の決定方法として、ユーザが送信対象として１つ以上の画像をデジタルカメラ１
００で予め選択する。具体的には以下に示す手順で画像が選択される。図５は、送信する
画像を選択するためのＧＵＩ（Graphical User Interface）を示す図である。ＧＵＩには
、メモリカード１４０に格納された画像Ｐ１が表示される。再生モードにおいて、ユーザ
は、例えば液晶モニタ１２３に表示されるＧＵＩ上で画像Ｐ１を閲覧しながら、操作部１
５０を操作して送信対象の１つ以上の画像を選択していく。選択された画像に対しては、
チェックマークＢ１が表示される。ユーザは、送信対象の画像の選択を終えると、選択が
完了されたことをデジタルカメラ１００に示すための操作を行う。デジタルカメラ１００
のコントローラ１３０は、この選択完了を示す操作を受けると、ユーザが送信対象として
選択した画像の一覧を示す管理情報（リスト）を作成して管理情報をフラッシュメモリ１
４２に保存する。そして、デジタルカメラ１００とスマートフォン２５０との間の通信が
確立されたときに（Ｓ３０４）、デジタルカメラ１００のコントローラ１３０は、フラッ
シュメモリ１４２に保存された管理情報に従って、スマートフォン２５０に画像を送信す
る（Ｓ３０５）。
【００６５】
　二つ目の決定方法は次の通りである。デジタルカメラ１００は、スマートフォン２５０
に送信済みの画像のリストを作成し、リストをフラッシュメモリ１４２に保存する。デジ
タルカメラ１００とスマートフォン２５０との間の通信が確立されたときに（Ｓ３０４）
、デジタルカメラ１００のコントローラ１３０は、フラッシュメモリ１４２内の送信済み
の画像のリストを参照して、メモリカード１４０内の画像のうち未送信の画像をスマート
フォン２５０に送信する（Ｓ３０５）。
【００６６】
　三つ目の決定方法は次の通りである。スマートフォン２５０が、デジタルカメラ１００
から取得済みの画像のリストを作成し、リストをフラッシュメモリ２５３に保存する。デ
ジタルカメラ１００とスマートフォン２５０との間の通信が確立されたとき（Ｓ３０４）
、スマートフォン２５０は、取得済みの画像のリストをデジタルカメラ１００に送信する
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。そして、デジタルカメラ１００のコントローラ１３０は、受信した取得済みの画像のリ
ストを参照して、メモリカード１４０内の画像のうち、スマートフォン２５０が取得して
いない画像のリストを作成する。デジタルカメラ１００のコントローラ１３０は、この未
取得画像のリストを参照して、未取得画像をスマートフォン２５０に送信する（Ｓ３０５
）。
【００６７】
　デジタルカメラ１００は上記３つの決定方法のうちの１つを行なうよう予め構成されて
もよい。また、上記３つの決定方法のうちの１つが、電源ＯＦＦ操作時にユーザによって
選択されてもよい。
【００６８】
　上記のいずれかの方法で決定された画像が送信された（Ｓ３０５）後、デジタルカメラ
１００のコントローラ１３０は、スマートフォン２５０に送信すべき画像が残っているか
否か、すなわち画像転送が終了したか否かを判定する（Ｓ３０６）。
【００６９】
　スマートフォン２５０に送信すべき画像が残っている場合、すなわち画像転送が終了し
ていない場合（ステップＳ３０６におけるＮｏ）、デジタルカメラ１００のコントローラ
１３０は、スマートフォン２５０への画像転送を継続する。
【００７０】
　一方、スマートフォン２５０に送信すべき画像が残っていない場合、すなわち画像転送
が終了した場合（ステップＳ３０６におけるＹｅｓ）、デジタルカメラ１００のコントロ
ーラ１３０は、スマートフォン２５０との通信を切断する（Ｓ３０７）。具体的には、デ
ジタルカメラ１００のコントローラ１３０は、アクセスポイント機能を停止する。これに
よりスマートフォン２５０は通信を確立していたアクセスポイントを見失うので、通信が
切断される。
【００７１】
　スマートフォン２５０との通信が切断されると、デジタルカメラ１００のコントローラ
１３０は、デジタルカメラ１００の全ての構成要素への電力供給を停止する（Ｓ３０８）
。電源ＯＦＦ操作時に通信機能に関係のない構成要素への電力供給はすでに停止されてい
るので（Ｓ３０１）、デジタルカメラ１００のコントローラ１３０は、通信機能に関係す
る残りの構成要素（通信部１７１、メモリカード１４０、カードスロット１４１など）へ
の電力供給を停止する。これにより、デジタルカメラ１００の電源は完全にＯＦＦ状態と
なり、デジタルカメラ１００は非動作状態となる。
【００７２】
　以上のように、本実施形態のデジタルカメラ１００は、電源ＯＦＦ操作後も、所定の時
間は、スマートフォン２５０からの接続要求を受信するまで待機する。そしてデジタルカ
メラ１００は、所定の時間内にスマートフォン２５０からの接続要求があった場合、スマ
ートフォン２５０との通信を確立して、スマートフォン２５０へ画像を転送する。その後
デジタルカメラ１００は、画像の転送を終えると、全体の電源をＯＦＦ状態にする。一方
、所定の時間内にスマートフォン２５０からの接続要求がなかった場合は、全体の電源を
直ちにＯＦＦ状態にする。これによりデジタルカメラ１００は、デジタルカメラ１００に
電源ＯＦＦ操作が為された後、しばらくの間はスマートフォン２５０との通信を確立させ
ることが可能な状態を維持でき、かつスマートフォン２５０との通信を確立できないとき
は直ちに電源をＯＦＦ状態に切り替えることができる。
【００７３】
　したがって、ユーザは、デジタルカメラ１００の電源ＯＦＦ後に画像をデジタルカメラ
１００からスマートフォン２５０へ転送するときにデジタルカメラ１００とスマートフォ
ン２５０との双方を操作する必要がなく、利便性を向上できる。
【００７４】
＜１－３．デジタルカメラの使用例＞
　図６を用いて本実施形態のデジタルカメラ１００の使用例について、説明する。図６は
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、ユーザによるデジタルカメラ１００およびスマートフォン２５０の使用例を説明するた
めの図である。
【００７５】
　図６（Ａ）は、ユーザがデジタルカメラ１００を用いて所望の被写体を撮影している様
子を示す図である。ユーザは、所望の被写体の撮影を終えるまで、図６（Ａ）に示す状態
にある。
【００７６】
　図６（Ｂ）は、ユーザがデジタルカメラ１００による撮影を終えて、カバン（ポケット
等でもよい）にデジタルカメラ１００を収納した状態を示す図である。ユーザは、デジタ
ルカメラ１００の撮影を終えると、操作部１５０を操作してデジタルカメラ１００の電源
をＯＦＦに切り替えてから、カバン（ポケット等）にデジタルカメラ１００を収納してい
る。
【００７７】
　図６（Ｃ）は、デジタルカメラ１００をカバンに収納した後に、スマートフォン２５０
の電源を入れた状態を示す図である。近年、携帯電話、およびスマートフォン２５０等の
ポータブル端末が普及して以来、暇をスマートフォン２５０の使用に費やす人が増えてい
る。幾人かのユーザは、例えば、デジタルカメラ１００による撮影という「作業」を終え
た後に、スマートフォン２５０でＷｅｂページをブラウジングしたり、ソーシャルネット
ワークのサイトを確認したりする傾向がある。このとき、カバン等に収納された本実施形
態のデジタルカメラ１００は、電源ＯＦＦ操作後も通信機能が活かされているので、スマ
ートフォン２５０はデジタルカメラ１００と通信できる。デジタルカメラ１００は、スマ
ートフォン２５０との通信が確立されたときに画像の転送を開始させることができる。そ
して、デジタルカメラ１００は、画像をスマートフォン２５０へ転送しおわると、ユーザ
が操作することなく、電源をＯＦＦ状態に切り替える。
【００７８】
　以上のように、ユーザが本実施形態のデジタルカメラ１００の電源をＯＦＦにした後の
所定期間内にデータをスマートフォン２５０に転送するとき、デジタルカメラ１００およ
びスマートフォン２５０の双方を同時に操作する必要がない。したがって、利便性を向上
できる。
【００７９】
＜１－４．まとめ＞
　本実施形態のデジタルカメラ１００は、デジタルカメラ１００の電源をＯＦＦ状態にす
るための指示を受け付ける操作部１５０と、メモリカード１４０および／またはフラッシ
ュメモリ１４２からデータを取得するコントローラ１３０と、取得したデータをスマート
フォン２５０に送信する通信部１７１と、デジタルカメラ１００の電源を制御するコント
ローラ１３０と、を備える。コントローラ１３０は、操作部１５０が電源をＯＦＦ状態に
するための指示を受け付けた後、所定時間の間、少なくとも、スマートフォン２５０との
間で通信を確立するために電力供給が必要な構成要素に対して、電力を供給する。
【００８０】
　上記構成を有するデジタルカメラ１００によれば、画像がデジタルカメラ１００からス
マートフォン２５０へ転送されるときにユーザがデジタルカメラ１００およびスマートフ
ォン２５０の双方を同時に操作する必要がない。よって、デジタルカメラ１００およびス
マートフォン２５０の双方を同時に操作する場合に比べて、利便性を向上できる。
【００８１】
＜２．実施形態２＞
　実施形態２について説明する。
【００８２】
　実施形態１では、スマートフォン２５０へ送信される画像はデジタルカメラ１００に電
源ＯＦＦ操作が為される前に選択された。そしてデジタルカメラ１００は、電源ＯＦＦ操
作後にデジタルカメラ１００とスマートフォン２５０との間の通信が確立されたとき、選
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択された画像をスマートフォン２５０へ送信した。
【００８３】
　これに対して、本実施形態では、スマートフォン２５０へ送信される画像は、電源ＯＦ
Ｆ操作後の所定期間内にデジタルカメラ１００とスマートフォン２５０との間の通信が確
立された後に、スマートフォン２５０上で選択される。これ以外のデジタルカメラ１００
の構成および動作は実施形態１と同じである。
【００８４】
　図７を用いて、本実施形態のデジタルカメラ１００の動作について説明する。図７に示
すように、本実施形態のデジタルカメラ１００は、電源がＯＮ状態に切り替えられてから
スマートフォン２５０との通信が確立されるまでの動作（Ｓ３００～Ｓ３０４、Ｓ３０９
～Ｓ３１０）を、実施形態１と同様に行なう。
【００８５】
　その後、通信が確立されると、本実施形態のデジタルカメラ１００は、通信が確立され
ると、フラッシュメモリ１４２内の画像の一覧を示す情報をスマートフォン２５０へ送信
し（Ｓ３１１）、タイマーを初期化する（Ｓ３１２）。以下、画像の一覧を示す情報を「
一覧情報」と称す。
【００８６】
　スマートフォン２５０は、一覧情報を受信すると、デジタルカメラ１００からスマート
フォン２５０へ送信する画像をユーザに選択させるためのＧＵＩを、液晶モニタ２５６に
表示する。例えば、図５に示すＧＵＩが表示される。このＧＵＩによってユーザは、デジ
タルカメラ１００上で画像を選択する場合と同様に、画像を選択できる。
【００８７】
　画像の選択が完了すると、スマートフォン２５０は画像選択の完了を示す情報をデジタ
ルカメラ１００に送信する。
【００８８】
　デジタルカメラ１００のコントローラ１３０は、一覧情報を送信した後、デジタルカメ
ラ１００からスマートフォン２５０へ送信する画像がユーザによって選択されたか否かを
判定する（Ｓ３１３）。画像選択の判定は、デジタルカメラ１００が画像選択の完了を示
す情報をスマートフォン２５０から受信したか否かに基づいて行なわれる。
【００８９】
　デジタルカメラ１００のコントローラ１３０は、デジタルカメラ１００からスマートフ
ォン２５０へ送信する画像がユーザによって選択されたと判定すると（ステップＳ３１３
におけるＹｅｓ）、選択された画像をスマートフォン２５０に送信する（Ｓ３１４）。そ
してデジタルカメラ１００は、タイマーを初期化する（Ｓ３１２）。
【００９０】
　一方、デジタルカメラ１００は、デジタルカメラ１００からスマートフォン２５０へ送
信する画像がユーザによって選択されていないと判定したときは（ステップＳ３１３にお
けるＮｏ）、タイマーの時間が所定時間（例えば数分）を過ぎたか否かを判定する（Ｓ３
１５）。
【００９１】
　デジタルカメラ１００は、タイマーの時間が所定時間を過ぎていないと判定したときは
（ステップＳ３１５におけるＮｏ）、再び、デジタルカメラ１００からスマートフォン２
５０へ送信する画像がユーザによって選択されたか否かを判定する（Ｓ３１３）。
【００９２】
　一方、デジタルカメラ１００は、タイマーの時間が所定時間を過ぎたと判定すると（ス
テップＳ３１５におけるＹｅｓ）、スマートフォン２５０との通信を切断し（Ｓ３０７）
、デジタルカメラ１００の全ての構成要素への電力供給を停止する（Ｓ３０８）。
【００９３】
　以上の動作によっても、実施形態１と同様、画像がデジタルカメラ１００からスマート
フォン２５０へ送信されるときの利便性を向上できる。
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【００９４】
　なお、本実施形態では、通信確立後にデジタルカメラ１００の全ての構成要素への電力
供給が停止されるのは（Ｓ３０８）、所定時間内に画像が選択されない場合（ステップＳ
３１５におけるＹｅｓ）であった。しかし、スマートフォン２５０上で画像が選択される
代わりに、スマートフォン２５０上でデジタルカメラ１００の電源をＯＦＦ状態にするた
めの操作が為されたときにも、デジタルカメラ１００の全ての構成要素への電力供給が停
止されてもよい。
【００９５】
＜３．実施形態３＞
　図８を用いて実施形態３について説明する。本実施形態のデジタルカメラ１００は、一
部の動作を除いて、デジタルカメラ１００の構成および動作は実施形態１と同じである。
【００９６】
　実施形態１のデジタルカメラ１００は、スマートフォン２５０への画像転送の終了後（
ステップＳ３０６におけるＹｅｓ）、スマートフォン２５０との通信を切断した後（Ｓ３
０７）、全ての構成要素への電力供給を停止した（Ｓ３０８）。これに対し、本実施形態
のデジタルカメラ１００は、画像転送の終了後、（ステップＳ３０６におけるＹｅｓ）、
スマートフォン２５０との通信を切断した後（Ｓ３０７）、全ての構成要素への電力供給
を停止せず、再度、所定期間、通信に関係する最低限の構成要素以外への電力供給を維持
して外部からの接続を受け付け可能な状態を維持する（Ｓ３０２）。
【００９７】
　これにより、例えば、先程まで接続されていた装置と異なる装置からの接続を受け付け
可能な状態を維持できる。
【００９８】
　以上の動作によっても、実施形態１と同様、画像がデジタルカメラ１００からスマート
フォン２５０へ送信されるときの利便性を向上できる。
【００９９】
＜４．他の実施形態＞
　上記実施形態の思想は、以上で説明された実施形態に限定されない。種々の実施形態が
考えられてもよい。以下、上記実施形態の思想を適用できる他の実施形態について説明す
る。
【０１００】
　なお、本実施形態では、デジタルカメラ１００と通信する通信装置の一例としてスマー
トフォン２５０が用いられた。しかしスマートフォン２５０以外の装置が、デジタルカメ
ラ１００と通信する通信装置として用いられてもよい。
【０１０１】
　上記実施形態では、画像データがスマートフォン２５０に送信された。しかし上記実施
形態の思想は画像データの送信に限定されない。画像データ以外のデータがスマートフォ
ン２５０に送信されてもよい。例えば、動画データ、音声データ、または文書データが送
信されてもよい。
【０１０２】
　上記実施形態のデジタルカメラ１００は、電源ＯＦＦ操作が為されたとき（ステップＳ
３００におけるＹｅｓ）、メモリカード１４０およびカードスロット１４１への電力供給
を維持した（Ｓ３０１）。しかし上記実施形態の思想はこれに限定されない。電源ＯＦＦ
操作が為されたとき、通信確立のために必要でない構成要素（メモリカード１４０および
カードスロット１４１等）への電力供給が停止されてもよい。ただし、この場合は、デジ
タルカメラ１００とスマートフォン２５０との間の通信が確立されたとき、デジタルカメ
ラ１００はメモリカード１４０およびカードスロット１４１へ電力を供給する。要するに
、デジタルカメラ１００は、スマートフォン２５０からの接続要求を待機している間（Ｓ
３０２～Ｓ３０３、Ｓ３０９）、少なくとも、スマートフォン２５０との間の通信を確立
するために必要な構成要素に電力を供給する。
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【０１０３】
　上記実施形態のデジタルカメラ１００は、電源ＯＦＦ操作が為されたとき（ステップＳ
３００におけるＹｅｓ）、デジタルカメラ１００の一部の構成要素のみに対する電力供給
を維持した（Ｓ３０１）。これにより、デジタルカメラ１００の消費電力を低減できる。
しかし上記実施形態の思想はこれに限定されない。電源ＯＦＦ操作が為されたとき、デジ
タルカメラ１００のそれまで電力を供給されていた全ての構成要素への電力供給を維持し
てもよい。このような制御によっても、上記実施形態と同様、ユーザは画像転送のために
デジタルカメラ１００およびスマートフォン２５０の双方を同時に操作する必要がないの
で、利便性を向上させることは可能である。
【０１０４】
　上記実施形態において、デジタルカメラ１００がアクセスポイントとして機能すること
により、デジタルカメラ１００とスマートフォン２５０との間の通信が確立された。しか
し上記実施形態の思想はこれに限定されない。つまり、デジタルカメラ１００以外の装置
がアクセスポイントとして機能してもよい。例えば、スマートフォン２５０がアクセスポ
イント機能を有してよい。この場合、デジタルカメラ１００がアクセスポイントであるス
マートフォン２５０に接続要求を行なうことにより、通信が確立される。或いは、デジタ
ルカメラ１００およびスマートフォン２５０以外のアクセスポイントを経由して、デジタ
ルカメラ１００とスマートフォン２５０との間の通信が確立されてもよい。また、デジタ
ルカメラ１００およびスマートフォン２５０が、アドホックモードにより通信を確立して
もよい。要するに、デジタルカメラ１００は、電源ＯＦＦ操作が為されても、所定の時間
内は、他の通信装置との間の通信を確立することが可能な状態を維持するよう構成されれ
ばよい。以上のように構成されたデジタルカメラ１００にも上記実施形態の思想を適用で
きる。
【０１０５】
　また、上記実施形態では、デジタルカメラ１００のコントローラ１３０が、スマートフ
ォン２５０に送信すべき画像が残っているか否かを判断した（Ｓ３０６）。そしてデジタ
ルカメラ１００のコントローラ１３０は、スマートフォン２５０に送信すべき画像が残っ
ていない場合に（ステップＳ３０６におけるＹｅｓ）、スマートフォン２５０との通信を
切断した（Ｓ３０７）。しかし上記実施形態の思想はこれに限定されない。つまり、デジ
タルカメラ１００以外の装置が通信を切断してもよい。例えば、スマートフォン２５０が
デジタルカメラ１００との通信を切断してもよい。この場合、デジタルカメラ１００は、
送信すべきすべての画像の送信が終了すると、スマートフォン２５０に対して、全画像の
送信完了を通知する。スマートフォン２５０は、デジタルカメラ１００からの送信完了通
知を受信すると、デジタルカメラ１００との間の通信を切断する（ステップＳ３０７に相
当）。デジタルカメラ１００のコントローラ１３０は、スマートフォン２５０との間の通
信が切断されると、デジタルカメラ１００の全ての構成要素への電力供給を停止する（ス
テップＳ３０８に相当）。要するに、デジタルカメラ１００が、デジタルカメラ１００か
らスマートフォン２５０へ送信すべき画像が残っていないときにデジタルカメラ１００と
スマートフォンとの間の通信が切断されるよう、構成される。このように構成されたデジ
タルカメラ１００には、上記実施形態の思想が適用できる。
【０１０６】
　また、上記実施形態では、デジタルカメラ１００のコントローラ１３０は、スマートフ
ォン２５０からの接続要求がないまま所定時間が経過した場合（ステップＳ３０９におけ
るＹｅｓ）は、デジタルカメラ１００の全ての構成要素への電力供給を停止する（Ｓ３１
０）。すなわち、ステップＳ３０１において通信機能に関係のない構成要素への電力供給
はすでに停止しているので、デジタルカメラ１００のコントローラ１３０は、通信機能に
関係する残りの構成要素（通信部１７１、メモリカード１４０、カードスロット１４１等
）への電力供給を停止した。しかし上記実施形態の思想はこれに限定されない。つまり、
全ての構成要素への電力供給が停止された（Ｓ３１０）後においても、デジタルカメラ１
００のコントローラ１３０は、通信機能に関する構成要素への電力供給を間欠的に行なっ
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てもよい。ただし、この場合、コントローラ１３０は、電力供給を停止するとき（Ｓ３１
０）、コントローラ１３０自体への電力供給を維持する。
【０１０７】
　これにより、デジタルカメラ１００に対して所定時間内にスマートフォン２５０からの
接続要求がなかった場合（ステップＳ３０９におけるＹｅｓ）であっても、スマートフォ
ン２５０との通信が確立される機会が与えられる。
【０１０８】
　ここで、間欠的な電力供給は、具体的には次のように行なわれる。デジタルカメラ１０
０のコントローラ１３０は、通信機能に対して電力を間欠的に供給してから所定時間内に
スマートフォン２５０との通信を確立することができた場合、送信すべき画像データを送
信し終わるまで、スマートフォン２５０との通信を維持する。そしてコントローラ１３０
は、送信すべき画像データを送信し終えると、通信機能に対する電力供給を停止する。一
方、コントローラ１３０は、通信機能に対して電力を間欠的に供給してから所定時間内に
スマートフォン２５０との通信状態を確立することができなかった場合、通信機能に対す
る電力供給を停止する。そしてデジタルカメラ１００のコントローラ１３０は、所定時間
後に、再び通信機能に対して電力を間欠的に供給する。以上のように、デジタルカメラ１
００は、電源ＯＦＦ後においても、通信機能の間欠動作を継続してもよい。
【０１０９】
　これにより、デジタルカメラ１００は、電源ＯＦＦ操作後も、間欠的に通信機能を起動
させるので、スマートフォン２５０と間の通信を確立する機会が与えられる。それととも
に、間欠的に通信機能が起動されるので、常時電源ＯＮする場合よりも消費電力を低減で
きる。
【０１１０】
　また、上記実施形態においては、デジタルカメラ１００が、電源ＯＦＦ操作を受け付け
ても、所定の時間は他の通信装置との通信を確立できる状態を維持する通信装置が、デジ
タルカメラであった。しかし、上記実施形態の思想は、デジタルカメラだけでなく、通信
機能を有して画像等のデータを通信可能なデバイス（スマートフォン、タブレット等）に
適用できる。
【０１１１】
　また、上記実施形態のデジタルカメラ１００はレンズを内蔵したが、上記実施形態の思
想はこれに限定されない。上記実施形態の思想はレンズを着脱可能なカメラにも適用可能
である。
【０１１２】
　また、上記実施形態のデジタルカメラ１００は、電源ＯＦＦ操作が為されると（ステッ
プＳ３００におけるＹｅｓ）、通信に関係のない構成要素への電力供給を停止した（Ｓ３
０１）。しかし、デジタルカメラ１００は、電源ＯＦＦ操作が為されたとき、スマートフ
ォン２５０へ送信すべき画像があるか否かを判定してもよい。この場合、デジタルカメラ
１００は、送信すべき画像がないと判定したとき、所定時間の経過を待つことなく、デジ
タルカメラ１００の全ての構成要素への電力供給を停止する。一方、デジタルカメラ１０
０は、送信すべき画像があると判定したときは、上記実施形態と同様、所定時間の間、ス
マートフォン２５０からの接続要求を待機する（Ｓ３０２～Ｓ３０３、Ｓ３０９）。
【０１１３】
　以上、本開示における技術の例示として、実施形態を説明した。そのために、詳細な説
明および添付の図面を開示した。よって、詳細な説明および添付の図面に記載された構成
要素の中には、課題解決のために必須でない構成要素が含まれることがある。したがって
、それらの必須でない構成要素が、詳細な説明および添付の図面に記載されているからと
いって、それらの必須でない構成要素が必須であると直ちに認定されるべきではない。
【０１１４】
　また、上記実施形態は、本開示における技術を例示するためのものである。よって、上
記実施形態は、特許請求の範囲またはその均等の範囲において種々の変更、置換、付加お
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よび／または省略等を行なわれてもよい。
【産業上の利用可能性】
【０１１５】
　本開示の思想は、画像等のデータを、通信を介して送信可能な通信装置に適用可能であ
る。
【符号の説明】
【０１１６】
　１００…デジタルカメラ
　１１０…光学系
　１１１…フォーカスレンズ
　１１２…ズームレンズ
　１１３…絞り
　１１４…シャッタ
　１２０…ＣＣＤイメージセンサ
　１２１…ＡＦＥ（アナログ・フロント・エンド）
　１２２…画像処理部
　１２３…液晶モニタ
　１２４…バッファメモリ
　１３０…コントローラ
　１４０…メモリカード
　１４１…カードスロット
　１４２…フラッシュメモリ
　１５０…操作部
　１６０…電源
　１７１…通信部
　２５０…スマートフォン
　２５１…コントローラ
　２５２…ワークメモリ
　２５３…フラッシュメモリ
　２５４…通信部
　２５６…液晶モニタ
　２５７…タッチパネル
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【図１】 【図２】

【図３】 【図４】
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【図５】 【図６】

【図７】 【図８】
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【手続補正書】
【提出日】平成25年12月10日(2013.12.10)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　自装置の電源をＯＦＦ状態にするための指示を受け付ける受付部と、
　記録媒体からデータを取得する取得部と、
　前記取得したデータを他の電子機器に送信する通信部と、
　自装置の電源を制御する制御部と、
を備え、
　前記制御部は、前記受付部が前記電源をＯＦＦ状態にするための指示を受け付けた後、
少なくとも、前記他の電子機器との間で通信を確立するために電力供給が必要な構成要素
に対しては、所定の時間の間は継続して電力を供給する、
通信装置。
【請求項２】
　前記電力供給が必要な構成要素は、前記通信部および前記制御部である、
請求項１記載の通信装置。
【請求項３】
　前記制御部は、前記電力供給が必要な構成要素以外の構成要素への電力供給を停止する
、
請求項１または２記載の通信装置。
【請求項４】
　前記制御部は、
　　前記受付部が前記電源をＯＦＦ状態にするための指示を受け付けたとき、前記所定の
時間の間、アクセスポイント機能を起動状態に維持し、前記他の電子機器から接続要求を
受信可能な状態とする、
　請求項１から３のいずれかに記載の通信装置。
【請求項５】
　前記通信部は、前記所定時間内に前記通信部が前記他の電子機器との通信を確立したと
き、前記取得したデータを前記他の電子機器に送信し、
　前記制御部は、前記通信部が前記取得したデータの前記他の電子機器への送信を終了し
たとき、前記通信装置の電源をＯＦＦ状態にする、
請求項１から４のいずれか一項に記載の通信装置。
【請求項６】
　前記通信部は、前記所定時間内に前記通信部が前記他の電子機器との通信を確立したと
き、前記取得したデータを前記他の電子機器に送信し、
　前記制御部は、前記通信部が前記取得したデータの前記他の電子機器への送信を終了し
た後、さらに別の所定時間の間、少なくとも、前記電力供給が必要な構成要素に対して、
電力を供給する、
請求項１から４のいずれか一項に記載の通信装置。
【請求項７】
　前記制御部は、前記所定時間内に前記通信部が前記他の電子機器との通信を確立しなか
ったとき、前記通信装置の電源をＯＦＦ状態にする、
請求項１から４のいずれか一項に記載の通信装置。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
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【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、他の装置と通信できる通信装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　特許文献１には、撮像指示に応じて撮像画像を外部記録媒体に記録するとともに無線通
信機能により外部に送信する撮像装置が開示されている。特許文献１記載の撮像装置は、
撮像画像を一時的に記憶する一時記憶手段と、無線通信機能の中断を判断する判断手段と
、判断手段により無線通信機能の中断を判断した場合は、撮影画像の無線通信機能による
外部への送信を中断し、一時記憶手段に一時的に記憶された撮影画像の外部記録媒体への
記録動作を継続するよう制御する制御手段とを有する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００７－１５８６０４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　通信装置がデータを他の通信装置に対して転送する場合、ユーザは通信装置と他の通信
装置との双方を操作しなければならず、ユーザにとって操作性が悪かった。
【０００５】
　本開示は、データを他の通信装置へ転送するときの利便性を向上した通信装置を提供す
る。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本開示における通信装置は、通信装置の電源をＯＦＦ状態にするための指示を受け付け
る受付部と、記録媒体からデータを取得する取得部と、取得したデータを他の電子機器に
送信する通信部と、通信装置の電源を制御する制御部と、を備える。制御部は、受付部が
電源をＯＦＦ状態にするための指示を受け付けた後、少なくとも、他の電子機器との間で
通信を確立するために電力供給が必要な構成要素に対しては、所定の時間の間は継続して
電力を供給する。
【発明の効果】
【０００７】
　本開示における通信装置によれば、データを他の通信装置へ転送するときにユーザは通
信装置および他の電子機器の双方を同時に操作する必要がない。よって、データを他の電
子機器へ転送するときの利便性を向上できる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】実施形態１の、デジタルカメラとスマートフォンとで構成される通信システムを
示す図。
【図２】実施形態１のデジタルカメラの電気的構成を示す図。
【図３】実施形態１のスマートフォンの電気的構成を示す図。
【図４】実施形態１における、デジタルカメラとスマートフォンとの間の通信におけるデ
ジタルカメラの動作を示すフローチャート。
【図５】実施形態１での、送信する画像を選択するためのＧＵＩを示す図。
【図６】ユーザによる実施形態１のデジタルカメラおよびスマートフォンの使用例を説明
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するための図。
【図７】実施形態２における、デジタルカメラとスマートフォンとの間の通信での、デジ
タルカメラの動作を示すフローチャート。
【図８】実施形態３における、デジタルカメラとスマートフォンとの間の通信での、デジ
タルカメラの動作を示すフローチャート。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　以下、図面を参照しながら実施形態について説明する。実施形態の一例としてデジタル
カメラを用いる。
【００１０】
　ただし、以下の説明において、従来技術および実質的に同一の構成に関する説明のうち
不必要な部分は省略されることもある。これは、説明を簡単にするためである。
【００１１】
　また、以下の説明および添付の図面は、当業者が本開示を充分に理解できるよう開示さ
れるのであって、特許請求の範囲の主題を限定することを意図されていない。
【００１２】
＜１．実施形態１＞
　以下、実施形態１におけるデジタルカメラおよびスマートフォンの構成および動作を説
明する。
【００１３】
＜１－１．構成＞
　以下、図面を用いて本実施形態のシステムの構成と、デジタルカメラおよびスマートフ
ォンの構成を説明する。
【００１４】
＜１－１－１．デジタルカメラおよびスマートフォンによって構成される通信システムの
構成＞
　図１を用いて、本実施形態におけるデジタルカメラおよびスマートフォンによって構成
されるシステムの構成について説明する。
【００１５】
　本実施形態の通信システムは、デジタルカメラ１００およびスマートフォン２５０によ
って構成される。
【００１６】
　デジタルカメラ１００はスマートフォン２５０と通信するための通信部を備える。デジ
タルカメラ１００は、撮影待機画面に表示される撮影画像（以下、「スルー画像」と称す
）データおよび、記録媒体に記録された画像（以下、「記録画像」と称す）データをスマ
ートフォン２５０へと送信することが可能である。また、デジタルカメラ１００は、撮影
により新たに取得した記録画像のデータを、スマートフォン２５０に送信することができ
る。
【００１７】
　スマートフォン２５０はデジタルカメラ１００と通信するための通信部を備える。スマ
ートフォン２５０は、デジタルカメラ１００から送信されたスルー画像および記録画像を
受信する。スマートフォン２５０は、デジタルカメラ１００よりスルー画像を受信するこ
とにより、スマートフォン２５０が備える表示部にスルー画像を表示することができる。
【００１８】
＜１－１－２．デジタルカメラの構成＞
　図２は、デジタルカメラ１００の電気的構成を示す図である。
【００１９】
　デジタルカメラ１００は、光学系１１０と、ＣＣＤイメージセンサ１２０と、ＡＦＥ（
アナログ・フロント・エンド）１２１と、画像処理部１２２と、液晶モニタ１２３と、バ
ッファメモリ１２４と、コントローラ１３０と、メモリカード１４０を格納できるカード
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スロット１４１と、フラッシュメモリ１４２と、操作部１５０と、電源１６０と、通信部
１７１とを備える。
【００２０】
　デジタルカメラ１００は、光学系１１０を介して形成された被写体像をＣＣＤイメージ
センサ１２０で撮像する。ＣＣＤイメージセンサ１２０は撮像した被写体像に基づく画像
データを生成する。撮像により生成された画像データは、ＡＦＥ１２１および画像処理部
１２２において各種処理が施される。生成された画像データはフラッシュメモリ１４２お
よび／またはメモリカード１４０に格納される。フラッシュメモリ１４２および／または
メモリカード１４０に記録された画像データに基づく画像は、ユーザによる操作部１５０
への操作に従って液晶モニタ１２３上に表示される。
【００２１】
　光学系１１０は、フォーカスレンズ１１１、ズームレンズ１１２、絞り１１３、および
シャッタ１１４を含む。なお、光学系１１０は、光学式手ぶれ補正レンズＯＩＳ（図示せ
ず）を含んでいてもよい。また、光学系１１０を構成する各種レンズは任意の数のレンズ
から構成されても、任意の数のレンズ群から構成されてもよい。
【００２２】
　ＣＣＤイメージセンサ１２０は、光学系１１０を通して形成された被写体像を撮像して
画像データを生成する。ＣＣＤイメージセンサ１２０は、所定のフレームレート（例えば
、３０フレーム／秒）で新しいフレームの画像データを生成する。ＣＣＤイメージセンサ
１２０が画像データを生成するタイミングおよびＣＣＤイメージセンサ１２０の電子シャ
ッタ動作は、コントローラ１３０によって制御される。生成された画像データをスルー画
像として逐一液晶モニタ１２３に表示することにより、ユーザはリアルタイムに被写体の
状況を液晶モニタ１２３で確認できる。
【００２３】
　ＡＦＥ１２１は、ＣＣＤイメージセンサ１２０で生成された画像データに対して、相関
二重サンプリングによる雑音抑圧と、アナログゲインコントローラによるＩＳＯ感度値に
基づくゲインの乗算と、ＡＤコンバータによるＡＤ変換とを施す。その後、ＡＦＥ１２１
は画像データを画像処理部１２２に出力する。
【００２４】
　画像処理部１２２は、ＡＦＥ１２１から出力された画像データに対して各種の処理を施
す。各種処理は、ＢＭ（ブロックメモリ）積算、スミア補正、ホワイトバランス補正、ガ
ンマ補正、ＹＣ変換処理、電子ズーム処理、圧縮処理、および／または伸張処理を含むが
、これらに限定されない。画像処理部１２２は、ハードワイヤードな電子回路で構成され
てもよいし、プログラムを用いたマイクロコンピュータなどで構成されてもよい。また画
像処理部１２２は、コントローラ１３０などとともに、１つの半導体チップで構成されて
もよい。
【００２５】
　液晶モニタ１２３は、デジタルカメラ１００の背面に設置される。液晶モニタ１２３は
、画像処理部１２２にて処理された画像データに基づく画像を表示する。液晶モニタ１２
３が表示する画像には、スルー画像や記録画像が含まれる。
【００２６】
　コントローラ１３０は、デジタルカメラ１００全体の動作を制御する。また、コントロ
ーラ１３０はアクセスポイント機能を有する。コントローラ１３０は、ハードワイヤード
な電子回路で構成されてもよいし、マイクロコンピュータなどで構成されてもよい。また
コントローラ１３０は、画像処理部１２２などと共に、１つの半導体チップで構成されて
もよい。
【００２７】
　フラッシュメモリ１４２は、画像データ等を記録するための内部メモリとして機能する
。また、フラッシュメモリ１４２は、オートフォーカス制御（ＡＦ制御）に関するプログ
ラム、通信制御に関するプログラム、および／またはデジタルカメラ１００全体の動作を
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制御するためのプログラム等を格納している。
【００２８】
　バッファメモリ１２４は、画像処理部１２２やコントローラ１３０のワークメモリとし
て機能する記憶手段である。バッファメモリ１２４はＤＲＡＭ（Dynamic Random Access 
Memory）などで実現できる。
【００２９】
　カードスロット１４１は、メモリカード１４０を格納できる接続手段である。カードス
ロット１４１は、メモリカード１４０と電気的及び機械的に接続可能である。なお、カー
ドスロット１４１は、メモリカード１４０を制御する機能を備えてもよい。
【００３０】
　メモリカード１４０は、内部にフラッシュメモリ等の記憶素子を備えた外部メモリであ
る。メモリカード１４０は、画像処理部１２２で処理された画像データなどのデータを格
納可能である。
【００３１】
　通信部１７１は、無線または有線の通信インターフェースである。コントローラ１３０
は通信部１７１およびアクセスポイント経由でインターネット網に接続することができる
。通信部１７１は、例えば、ＵＳＢ、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）、無線ＬＡＮ、ま
たは有線ＬＡＮ等により実現可能である。
【００３２】
　電源１６０は、デジタルカメラ１００の各部に電力を供給する。電源１６０は、デジタ
ルカメラ１００に格納されたバッテリであってもよいし、外部のＡＣ電源から電力をケー
ブルを介して取り込むよう構成されてもよい。
【００３３】
　操作部１５０は、デジタルカメラ１００の外装に設置された操作釦、操作レバー、およ
び／または電源スイッチを含む。操作部１５０はユーザによる操作を受け付ける。操作部
１５０はユーザによる操作を受け付けると、種々の動作を指示するための信号をコントロ
ーラ１３０に送信する。電源スイッチは、電源１６０によるデジタルカメラ１００への電
力供給を開始または停止させるための（つまり、デジタルカメラ１００の電源１６０をＯ
Ｎ状態またはＯＦＦ状態に切り替えるための）スイッチである。
【００３４】
＜１－１－３．スマートフォンの構成＞
　図３を用いて、スマートフォン２５０の構成について説明する。図３は、スマートフォ
ン２５０の電気的構成を示す図である。
【００３５】
　スマートフォン２５０は、コントローラ２５１と、ワークメモリ２５２と、フラッシュ
メモリ２５３と、通信部２５４と、液晶モニタ２５６と、タッチパネル２５７とを備える
。スマートフォン２５０は、撮像部、および／または画像処理部を備えてもよい。
【００３６】
　コントローラ２５１は、スマートフォン２５０上の処理を実行する処理手段である。コ
ントローラ２５１は、ワークメモリ２５２と、フラッシュメモリ２５３と、通信部２５４
と、液晶モニタ２５６と、タッチパネル２５７とに電気的に接続されている。コントロー
ラ２５１は、タッチパネル２５７上のユーザによる操作を受け付ける。コントローラ２５
１は、データをフラッシュメモリ２５３に格納したり、フラッシュメモリ２５３からデー
タを読み出したりすることができる。またコントローラ２５１は、スマートフォン２５０
の各部に供給される電力に関するシステム等を制御している。またコントローラ２５１は
電話機能およびインターネットを介してダウンロードした各種アプリケーションを実行す
る。
【００３７】
　ワークメモリ２５２は、コントローラ２５１が各種処理を実行するために必要な情報を
一時的に格納するメモリである。
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【００３８】
　フラッシュメモリ２５３は、各種データを格納する大容量のディスクドライブである。
上述したように、フラッシュメモリ２５３に格納された各種データは、適宜コントローラ
２５１により読み出し可能である。なお、本実施形態では、スマートフォン２５０はフラ
ッシュメモリ２５３を備えたが、スマートフォン２５０がフラッシュメモリでなく他の種
類の記録媒体（ハードディスクドライブ等）を備えても良い。
【００３９】
　液晶モニタ２５６は、コントローラ２５１によって指定された画面を表示する表示デバ
イスである。
【００４０】
　タッチパネル２５７は、ユーザの操作を受け付ける入力デバイスである。なお、本実施
形態では、スマートフォン２５０がユーザの操作を受け付ける入力デバイスとしてタッチ
パネル２５７を備えたが、スマートフォン２５０がタッチパネルでなく他の種類の入力デ
バイス（ハードキー等）を備えても良い。
【００４１】
　通信部２５４は、インターネット網を介して他の装置から受信したデータをコントロー
ラ２５１に入力したり、コントローラ２５１から受け取った画像データをインターネット
網を介して他の装置に送信したりすることができる。通信部２５４は、例えば、有線ＬＡ
Ｎまたは無線ＬＡＮにより実現することが可能である。
【００４２】
＜１－２．デジタルカメラの動作＞
　以下、デジタルカメラ１００の動作について説明する。まずデジタルカメラ１００の基
本動作について説明し、その後、デジタルカメラ１００とスマートフォン２５０との間の
通信におけるデジタルカメラ１００の動作について説明する。
【００４３】
＜１－２－１．デジタルカメラの基本動作＞
　デジタルカメラ１００のコントローラ１３０は、デジタルカメラ１００の電源がＯＮ状
態に切り替えられると、デジタルカメラ１００の各部に電力を供給し、デジタルカメラ１
００を撮影が可能な状態に制御する。
【００４４】
　デジタルカメラ１００は、撮影モードと、再生モードとを有している。デジタルカメラ
１００が撮影モードに設定されているときは、コントローラ１３０は、光学系１１０を通
じて入射された被写体像からＣＣＤイメージセンサ１２０により撮像された画像データに
基づくスルー画像を、液晶モニタ１２３に表示する。
【００４５】
　スルー画像が液晶モニタ１２３に表示されることにより、ユーザは、液晶モニタ１２３
に表示されているスルー画像を見ることにより、被写体の画角等が撮影を所望するもので
あるか否かを確認できる。そして、ユーザが所望のタイミングでレリーズ釦を押下するこ
とにより、そのタイミングにＣＣＤイメージセンサ１２０によって撮像された画像は、画
像処理部１２２により処理されて、記録画像としてメモリカード１４０に記録される。
【００４６】
　一方、デジタルカメラ１００が再生モードに設定されているときは、コントローラ１３
０は、メモリカード１４０に記録済みの画像を読み出して、読み出した画像を液晶モニタ
１２３に表示する。これにより、ユーザは、記録済みの画像を確認することができる。
【００４７】
＜１－２－２．デジタルカメラの通信動作＞
　図４を用いて、デジタルカメラ１００とスマートフォン２５０との間の通信におけるデ
ジタルカメラ１００の動作について説明する。図４は、デジタルカメラ１００とスマート
フォン２５０との間の通信におけるデジタルカメラ１００の動作を示すフローチャートで
ある。
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【００４８】
　デジタルカメラ１００の電源がＯＮ状態であるときに、コントローラ１３０は、ユーザ
により操作部１５０が操作されて電源ＯＦＦ指示（電源ＯＦＦ操作）がなされた否かを監
視している（Ｓ３００）。
【００４９】
　コントローラ１３０は、ユーザにより電源ＯＦＦ操作が為されるまでは、電源（バッテ
リ等）による電力供給が継続されている限り、デジタルカメラ１００の電源ＯＮ状態を維
持する（ステップＳ３００におけるＮｏ）。
【００５０】
　一方、ユーザにより電源ＯＦＦ操作が為されたことを検出すると（ステップＳ３００に
おけるＹｅｓ）、コントローラ１３０は、電力の供給を要する構成要素のうち、一部の構
成要素への電力供給を停止する（Ｓ３０１）。すなわち、デジタルカメラ１００は、ユー
ザにより電源ＯＦＦ操作が為されると、一部電源をＯＦＦ状態に移行させる。
【００５１】
　ここで、電力供給を停止される一部の構成要素は、通信機能に関係のない構成要素であ
る。通信機能に関係のない構成要素は、具体的には、光学系１１０を駆動するための駆動
部、ＣＣＤイメージセンサ１２０、およびＡＦＥ１２１等の撮影のみに関する撮影部、お
よび液晶モニタ１２３といった表示部等である。すなわち、ユーザによる電源ＯＦＦ操作
が為されると、コントローラ１３０は、通信機能に関係のない構成要素への電力供給を停
止するよう、各部を制御する。
【００５２】
　これにより、デジタルカメラ１００とスマートフォン２５０との間の通信が開始される
までの待機期間の、デジタルカメラ１００の消費電力を、電力が全ての構成要素へ供給さ
れた場合に比べて、低減させることができる。
【００５３】
　また、このとき、コントローラ１３０は、通信部１７１などの通信機能に関する構成要
素および、通信中に使用する可能性のある構成要素（メモリカード１４０、カードスロッ
ト１４１、およびフラッシュメモリ１４２など）への電力供給を継続する。また、コント
ローラ１３０は、デジタルカメラ１００のアクセスポイント機能を起動状態に維持する。
【００５４】
　その後、デジタルカメラ１００のコントローラ１３０は、所定時間の間、スマートフォ
ン２５０等の通信装置からの接続要求を受信するまで待機する（Ｓ３０２）。ここで所定
時間は、例えば、数分、または約１時間である。このとき、デジタルカメラ１００のコン
トローラ１３０は、アクセスポイント機能を起動状態に維持しており、スマートフォン２
５０等の通信装置（クライアント装置）がデジタルカメラ１００へ接続できる状態を維持
している。これにより、スマートフォン２５０等の通信装置は、デジタルカメラ１００を
接続相手として発見できる。
【００５５】
　待機中、デジタルカメラ１００のコントローラ１３０は、スマートフォン２５０からデ
ジタルカメラ１００への接続要求があったか否かを監視している（Ｓ３０３）。デジタル
カメラ１００は電源ＯＦＦ操作後もアクセスポイント機能を起動状態に維持しているので
、クライアントとなるスマートフォン２５０はデジタルカメラ１００を接続相手として発
見できる。また、デジタルカメラ１００のコントローラ１３０は、接続要求を待機する所
定の時間が経過したか否かを判定する（Ｓ３０９）。
【００５６】
　デジタルカメラ１００のコントローラ１３０は、接続要求を待機する所定の時間が経過
するまでは（ステップＳ３０９におけるＮｏ）、接続待機（Ｓ３０２）、接続要求の判定
（Ｓ３０３）、および所定時間が経過したか否かの判定（Ｓ３０９）の動作を繰り返す。
【００５７】
　デジタルカメラ１００のコントローラ１３０は、スマートフォン２５０からの接続要求
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がなく所定時間が経過した場合（ステップＳ３０９におけるＹｅｓ）、デジタルカメラ１
００を構成する全ての構成要素への電力供給を停止する（Ｓ３１０）。すなわち、コント
ローラ１３０は、通信機能に関係のない構成要素への電力供給はすでに停止しているので
（Ｓ３０１）、デジタルカメラ１００のコントローラ１３０は、通信機能に関係する残り
の構成要素（通信部１７１、メモリカード１４０、カードスロット１４１など）への電力
供給を停止する。これにより、デジタルカメラ１００の電源１６０は完全に電源ＯＦＦ状
態となり、デジタルカメラ１００は非動作状態となる。
【００５８】
　一方、スマートフォン２５０から接続要求があった場合（ステップＳ３０３におけるＹ
ｅｓ）、デジタルカメラ１００は、通信部１７１と通信部２５４とを介して、スマートフ
ォン２５０に対して接続動作を行なう（Ｓ３０４）。具体的には、デジタルカメラ１００
は以下の手順でスマートフォン２５０と接続して通信を確立する。
【００５９】
　デジタルカメラ１００はアクセスポイント機能を起動状態に維持しているので、スマー
トフォン２５０のコントローラ２５１は接続可能なアクセスポイントの一覧に基づいてデ
ジタルカメラ１００を接続相手として指定することができる。
【００６０】
　なお、スマートフォン２５０は、接続相手を指定するとき、接続可能なアクセスポイン
トを自動的に指定してもよいし、ユーザによって指定されたアクセスポイントを指定して
もよい。スマートフォン２５０がユーザによって指定されたアクセスポイントを指定した
場合、スマートフォン２５０は、２回目以降の接続相手の指定時に、ユーザによって指定
された接続相手（デジタルカメラ１００）を自動的に指定してもよい。
【００６１】
　スマートフォン２５０のコントローラ２５１は、デジタルカメラ１００を接続相手とし
て指定すると、通信部２５４を介して、デジタルカメラ１００に対して接続要求を送信す
る。デジタルカメラ１００のコントローラ１３０は、通信部１７１を介してスマートフォ
ン２５０からの接続要求を受信すると、スマートフォン２５０のコントローラ２５１に、
デジタルカメラ１００への接続を許可することを示す情報を送信する。ただし、接続許可
を示す情報は、デジタルカメラ１００に接続制限などの制限が設定されている場合は送信
されない。スマートフォン２５０のコントローラ２５１が接続許可を示す情報を受信する
と、デジタルカメラ１００とスマートフォン２５０との間の通信部１７１および通信部２
５４を介した通信は確立される。すなわち、デジタルカメラ１００は、電源ＯＦＦ操作後
の所定時間内であれば、スマートフォン２５０から接続要求を受けると、スマートフォン
２５０との通信を確立させることができる。
【００６２】
　通信が確立されると、デジタルカメラ１００のコントローラ１３０は、通信相手のスマ
ートフォン２５０に対して、メモリカード１４０内の画像を送信する（Ｓ３０５）。スマ
ートフォン２５０に送信される画像は所定の方法で決定される。
【００６３】
　デジタルカメラ１００がスマートフォン２５０に対して送信する画像を決定するための
所定の方法について、３つの例を挙げて説明する。
【００６４】
　一つ目の決定方法として、ユーザが送信対象として１つ以上の画像をデジタルカメラ１
００で予め選択する。具体的には以下に示す手順で画像が選択される。図５は、送信する
画像を選択するためのＧＵＩ（Graphical User Interface）を示す図である。ＧＵＩには
、メモリカード１４０に格納された画像Ｐ１が表示される。再生モードにおいて、ユーザ
は、例えば液晶モニタ１２３に表示されるＧＵＩ上で画像Ｐ１を閲覧しながら、操作部１
５０を操作して送信対象の１つ以上の画像を選択していく。選択された画像に対しては、
チェックマークＢ１が表示される。ユーザは、送信対象の画像の選択を終えると、選択が
完了されたことをデジタルカメラ１００に示すための操作を行う。デジタルカメラ１００
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のコントローラ１３０は、この選択完了を示す操作を受けると、ユーザが送信対象として
選択した画像の一覧を示す管理情報（リスト）を作成して管理情報をフラッシュメモリ１
４２に保存する。そして、デジタルカメラ１００とスマートフォン２５０との間の通信が
確立されたときに（Ｓ３０４）、デジタルカメラ１００のコントローラ１３０は、フラッ
シュメモリ１４２に保存された管理情報に従って、スマートフォン２５０に画像を送信す
る（Ｓ３０５）。
【００６５】
　二つ目の決定方法は次の通りである。デジタルカメラ１００は、スマートフォン２５０
に送信済みの画像のリストを作成し、リストをフラッシュメモリ１４２に保存する。デジ
タルカメラ１００とスマートフォン２５０との間の通信が確立されたときに（Ｓ３０４）
、デジタルカメラ１００のコントローラ１３０は、フラッシュメモリ１４２内の送信済み
の画像のリストを参照して、メモリカード１４０内の画像のうち未送信の画像をスマート
フォン２５０に送信する（Ｓ３０５）。
【００６６】
　三つ目の決定方法は次の通りである。スマートフォン２５０が、デジタルカメラ１００
から取得済みの画像のリストを作成し、リストをフラッシュメモリ２５３に保存する。デ
ジタルカメラ１００とスマートフォン２５０との間の通信が確立されたとき（Ｓ３０４）
、スマートフォン２５０は、取得済みの画像のリストをデジタルカメラ１００に送信する
。そして、デジタルカメラ１００のコントローラ１３０は、受信した取得済みの画像のリ
ストを参照して、メモリカード１４０内の画像のうち、スマートフォン２５０が取得して
いない画像のリストを作成する。デジタルカメラ１００のコントローラ１３０は、この未
取得画像のリストを参照して、未取得画像をスマートフォン２５０に送信する（Ｓ３０５
）。
【００６７】
　デジタルカメラ１００は上記３つの決定方法のうちの１つを行なうよう予め構成されて
もよい。また、上記３つの決定方法のうちの１つが、電源ＯＦＦ操作時にユーザによって
選択されてもよい。
【００６８】
　上記のいずれかの方法で決定された画像が送信された（Ｓ３０５）後、デジタルカメラ
１００のコントローラ１３０は、スマートフォン２５０に送信すべき画像が残っているか
否か、すなわち画像転送が終了したか否かを判定する（Ｓ３０６）。
【００６９】
　スマートフォン２５０に送信すべき画像が残っている場合、すなわち画像転送が終了し
ていない場合（ステップＳ３０６におけるＮｏ）、デジタルカメラ１００のコントローラ
１３０は、スマートフォン２５０への画像転送を継続する。
【００７０】
　一方、スマートフォン２５０に送信すべき画像が残っていない場合、すなわち画像転送
が終了した場合（ステップＳ３０６におけるＹｅｓ）、デジタルカメラ１００のコントロ
ーラ１３０は、スマートフォン２５０との通信を切断する（Ｓ３０７）。具体的には、デ
ジタルカメラ１００のコントローラ１３０は、アクセスポイント機能を停止する。これに
よりスマートフォン２５０は通信を確立していたアクセスポイントを見失うので、通信が
切断される。
【００７１】
　スマートフォン２５０との通信が切断されると、デジタルカメラ１００のコントローラ
１３０は、デジタルカメラ１００の全ての構成要素への電力供給を停止する（Ｓ３０８）
。電源ＯＦＦ操作時に通信機能に関係のない構成要素への電力供給はすでに停止されてい
るので（Ｓ３０１）、デジタルカメラ１００のコントローラ１３０は、通信機能に関係す
る残りの構成要素（通信部１７１、メモリカード１４０、カードスロット１４１など）へ
の電力供給を停止する。これにより、デジタルカメラ１００の電源は完全にＯＦＦ状態と
なり、デジタルカメラ１００は非動作状態となる。
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【００７２】
　以上のように、本実施形態のデジタルカメラ１００は、電源ＯＦＦ操作後も、所定の時
間は、スマートフォン２５０からの接続要求を受信するまで待機する。そしてデジタルカ
メラ１００は、所定の時間内にスマートフォン２５０からの接続要求があった場合、スマ
ートフォン２５０との通信を確立して、スマートフォン２５０へ画像を転送する。その後
デジタルカメラ１００は、画像の転送を終えると、全体の電源をＯＦＦ状態にする。一方
、所定の時間内にスマートフォン２５０からの接続要求がなかった場合は、全体の電源を
直ちにＯＦＦ状態にする。これによりデジタルカメラ１００は、デジタルカメラ１００に
電源ＯＦＦ操作が為された後、しばらくの間はスマートフォン２５０との通信を確立させ
ることが可能な状態を維持でき、かつスマートフォン２５０との通信を確立できないとき
は直ちに電源をＯＦＦ状態に切り替えることができる。
【００７３】
　したがって、ユーザは、デジタルカメラ１００の電源ＯＦＦ後に画像をデジタルカメラ
１００からスマートフォン２５０へ転送するときにデジタルカメラ１００とスマートフォ
ン２５０との双方を操作する必要がなく、利便性を向上できる。
【００７４】
＜１－３．デジタルカメラの使用例＞
　図６を用いて本実施形態のデジタルカメラ１００の使用例について、説明する。図６は
、ユーザによるデジタルカメラ１００およびスマートフォン２５０の使用例を説明するた
めの図である。
【００７５】
　図６（Ａ）は、ユーザがデジタルカメラ１００を用いて所望の被写体を撮影している様
子を示す図である。ユーザは、所望の被写体の撮影を終えるまで、図６（Ａ）に示す状態
にある。
【００７６】
　図６（Ｂ）は、ユーザがデジタルカメラ１００による撮影を終えて、カバン（ポケット
等でもよい）にデジタルカメラ１００を収納した状態を示す図である。ユーザは、デジタ
ルカメラ１００の撮影を終えると、操作部１５０を操作してデジタルカメラ１００の電源
をＯＦＦに切り替えてから、カバン（ポケット等）にデジタルカメラ１００を収納してい
る。
【００７７】
　図６（Ｃ）は、デジタルカメラ１００をカバンに収納した後に、スマートフォン２５０
の電源を入れた状態を示す図である。近年、携帯電話、およびスマートフォン２５０等の
ポータブル端末が普及して以来、暇をスマートフォン２５０の使用に費やす人が増えてい
る。幾人かのユーザは、例えば、デジタルカメラ１００による撮影という「作業」を終え
た後に、スマートフォン２５０でＷｅｂページをブラウジングしたり、ソーシャルネット
ワークのサイトを確認したりする傾向がある。このとき、カバン等に収納された本実施形
態のデジタルカメラ１００は、電源ＯＦＦ操作後も通信機能が活かされているので、スマ
ートフォン２５０はデジタルカメラ１００と通信できる。デジタルカメラ１００は、スマ
ートフォン２５０との通信が確立されたときに画像の転送を開始させることができる。そ
して、デジタルカメラ１００は、画像をスマートフォン２５０へ転送しおわると、ユーザ
が操作することなく、電源をＯＦＦ状態に切り替える。
【００７８】
　以上のように、ユーザが本実施形態のデジタルカメラ１００の電源をＯＦＦにした後の
所定期間内にデータをスマートフォン２５０に転送するとき、デジタルカメラ１００およ
びスマートフォン２５０の双方を同時に操作する必要がない。したがって、利便性を向上
できる。
【００７９】
＜１－４．まとめ＞
　本実施形態のデジタルカメラ１００は、デジタルカメラ１００の電源をＯＦＦ状態にす
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るための指示を受け付ける操作部１５０と、メモリカード１４０および／またはフラッシ
ュメモリ１４２からデータを取得するコントローラ１３０と、取得したデータをスマート
フォン２５０に送信する通信部１７１と、デジタルカメラ１００の電源を制御するコント
ローラ１３０と、を備える。コントローラ１３０は、操作部１５０が電源をＯＦＦ状態に
するための指示を受け付けた後、所定時間の間、少なくとも、スマートフォン２５０との
間で通信を確立するために電力供給が必要な構成要素に対して、電力を供給する。
【００８０】
　上記構成を有するデジタルカメラ１００によれば、画像がデジタルカメラ１００からス
マートフォン２５０へ転送されるときにユーザがデジタルカメラ１００およびスマートフ
ォン２５０の双方を同時に操作する必要がない。よって、デジタルカメラ１００およびス
マートフォン２５０の双方を同時に操作する場合に比べて、利便性を向上できる。
【００８１】
＜２．実施形態２＞
　実施形態２について説明する。
【００８２】
　実施形態１では、スマートフォン２５０へ送信される画像はデジタルカメラ１００に電
源ＯＦＦ操作が為される前に選択された。そしてデジタルカメラ１００は、電源ＯＦＦ操
作後にデジタルカメラ１００とスマートフォン２５０との間の通信が確立されたとき、選
択された画像をスマートフォン２５０へ送信した。
【００８３】
　これに対して、本実施形態では、スマートフォン２５０へ送信される画像は、電源ＯＦ
Ｆ操作後の所定期間内にデジタルカメラ１００とスマートフォン２５０との間の通信が確
立された後に、スマートフォン２５０上で選択される。これ以外のデジタルカメラ１００
の構成および動作は実施形態１と同じである。
【００８４】
　図７を用いて、本実施形態のデジタルカメラ１００の動作について説明する。図７に示
すように、本実施形態のデジタルカメラ１００は、電源がＯＮ状態に切り替えられてから
スマートフォン２５０との通信が確立されるまでの動作（Ｓ３００～Ｓ３０４、Ｓ３０９
～Ｓ３１０）を、実施形態１と同様に行なう。
【００８５】
　その後、通信が確立されると、本実施形態のデジタルカメラ１００は、フラッシュメモ
リ１４２内の画像の一覧を示す情報をスマートフォン２５０へ送信し（Ｓ３１１）、タイ
マーを初期化する（Ｓ３１２）。以下、画像の一覧を示す情報を「一覧情報」と称す。
【００８６】
　スマートフォン２５０は、一覧情報を受信すると、デジタルカメラ１００からスマート
フォン２５０へ送信する画像をユーザに選択させるためのＧＵＩを、液晶モニタ２５６に
表示する。例えば、図５に示すＧＵＩが表示される。このＧＵＩによってユーザは、デジ
タルカメラ１００上で画像を選択する場合と同様に、画像を選択できる。
【００８７】
　画像の選択が完了すると、スマートフォン２５０は画像選択の完了を示す情報をデジタ
ルカメラ１００に送信する。
【００８８】
　デジタルカメラ１００のコントローラ１３０は、一覧情報を送信した後、デジタルカメ
ラ１００からスマートフォン２５０へ送信する画像がユーザによって選択されたか否かを
判定する（Ｓ３１３）。画像選択の判定は、デジタルカメラ１００が画像選択の完了を示
す情報をスマートフォン２５０から受信したか否かに基づいて行なわれる。
【００８９】
　デジタルカメラ１００のコントローラ１３０は、デジタルカメラ１００からスマートフ
ォン２５０へ送信する画像がユーザによって選択されたと判定すると（ステップＳ３１３
におけるＹｅｓ）、選択された画像をスマートフォン２５０に送信する（Ｓ３１４）。そ
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してデジタルカメラ１００は、タイマーを初期化する（Ｓ３１２）。
【００９０】
　一方、デジタルカメラ１００は、デジタルカメラ１００からスマートフォン２５０へ送
信する画像がユーザによって選択されていないと判定したときは（ステップＳ３１３にお
けるＮｏ）、タイマーの時間が所定時間（例えば数分）を過ぎたか否かを判定する（Ｓ３
１５）。
【００９１】
　デジタルカメラ１００は、タイマーの時間が所定時間を過ぎていないと判定したときは
（ステップＳ３１５におけるＮｏ）、再び、デジタルカメラ１００からスマートフォン２
５０へ送信する画像がユーザによって選択されたか否かを判定する（Ｓ３１３）。
【００９２】
　一方、デジタルカメラ１００は、タイマーの時間が所定時間を過ぎたと判定すると（ス
テップＳ３１５におけるＹｅｓ）、スマートフォン２５０との通信を切断し（Ｓ３０７）
、デジタルカメラ１００の全ての構成要素への電力供給を停止する（Ｓ３０８）。
【００９３】
　以上の動作によっても、実施形態１と同様、画像がデジタルカメラ１００からスマート
フォン２５０へ送信されるときの利便性を向上できる。
【００９４】
　なお、本実施形態では、通信確立後にデジタルカメラ１００の全ての構成要素への電力
供給が停止されるのは（Ｓ３０８）、所定時間内に画像が選択されない場合（ステップＳ
３１５におけるＹｅｓ）であった。しかし、スマートフォン２５０上で画像が選択される
代わりに、スマートフォン２５０上でデジタルカメラ１００の電源をＯＦＦ状態にするた
めの操作が為されたときにも、デジタルカメラ１００の全ての構成要素への電力供給が停
止されてもよい。
【００９５】
＜３．実施形態３＞
　図８を用いて実施形態３について説明する。本実施形態のデジタルカメラ１００は、一
部の動作を除いて、デジタルカメラ１００の構成および動作は実施形態１と同じである。
【００９６】
　実施形態１のデジタルカメラ１００は、スマートフォン２５０への画像転送の終了後（
ステップＳ３０６におけるＹｅｓ）、スマートフォン２５０との通信を切断した後（Ｓ３
０７）、全ての構成要素への電力供給を停止した（Ｓ３０８）。これに対し、本実施形態
のデジタルカメラ１００は、画像転送の終了後、（ステップＳ３０６におけるＹｅｓ）、
スマートフォン２５０との通信を切断した後（Ｓ３０７）、全ての構成要素への電力供給
を停止せず、再度、所定期間、通信に関係する最低限の構成要素以外への電力供給を維持
して外部からの接続を受け付け可能な状態を維持する（Ｓ３０２）。
【００９７】
　これにより、例えば、先程まで接続されていた装置と異なる装置からの接続を受け付け
可能な状態を維持できる。
【００９８】
　以上の動作によっても、実施形態１と同様、画像がデジタルカメラ１００からスマート
フォン２５０へ送信されるときの利便性を向上できる。
【００９９】
＜４．他の実施形態＞
　上記実施形態の思想は、以上で説明された実施形態に限定されない。種々の実施形態が
考えられてもよい。以下、上記実施形態の思想を適用できる他の実施形態について説明す
る。
【０１００】
　なお、上記実施形態では、デジタルカメラ１００と通信する通信装置の一例としてスマ
ートフォン２５０が用いられた。しかしスマートフォン２５０以外の装置が、デジタルカ
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メラ１００と通信する通信装置として用いられてもよい。
【０１０１】
　上記実施形態では、画像データがスマートフォン２５０に送信された。しかし上記実施
形態の思想は画像データの送信に限定されない。画像データ以外のデータがスマートフォ
ン２５０に送信されてもよい。例えば、動画データ、音声データ、または文書データが送
信されてもよい。
【０１０２】
　上記実施形態のデジタルカメラ１００は、電源ＯＦＦ操作が為されたとき（ステップＳ
３００におけるＹｅｓ）、メモリカード１４０およびカードスロット１４１への電力供給
を維持した（Ｓ３０１）。しかし上記実施形態の思想はこれに限定されない。電源ＯＦＦ
操作が為されたとき、通信確立のために必要でない構成要素（メモリカード１４０および
カードスロット１４１等）への電力供給が停止されてもよい。ただし、この場合は、デジ
タルカメラ１００とスマートフォン２５０との間の通信が確立されたとき、デジタルカメ
ラ１００はメモリカード１４０およびカードスロット１４１へ電力を供給する。要するに
、デジタルカメラ１００は、スマートフォン２５０からの接続要求を待機している間（Ｓ
３０２～Ｓ３０３、Ｓ３０９）、少なくとも、スマートフォン２５０との間の通信を確立
するために必要な構成要素に電力を供給する。
【０１０３】
　上記実施形態のデジタルカメラ１００は、電源ＯＦＦ操作が為されたとき（ステップＳ
３００におけるＹｅｓ）、デジタルカメラ１００の一部の構成要素のみに対する電力供給
を維持した（Ｓ３０１）。これにより、デジタルカメラ１００の消費電力を低減できる。
しかし上記実施形態の思想はこれに限定されない。電源ＯＦＦ操作が為されたとき、デジ
タルカメラ１００のそれまで電力を供給されていた全ての構成要素への電力供給を維持し
てもよい。このような制御によっても、上記実施形態と同様、ユーザは画像転送のために
デジタルカメラ１００およびスマートフォン２５０の双方を同時に操作する必要がないの
で、利便性を向上させることは可能である。
【０１０４】
　上記実施形態において、デジタルカメラ１００がアクセスポイントとして機能すること
により、デジタルカメラ１００とスマートフォン２５０との間の通信が確立された。しか
し上記実施形態の思想はこれに限定されない。つまり、デジタルカメラ１００以外の装置
がアクセスポイントとして機能してもよい。例えば、スマートフォン２５０がアクセスポ
イント機能を有してよい。この場合、デジタルカメラ１００がアクセスポイントであるス
マートフォン２５０に接続要求を行なうことにより、通信が確立される。或いは、デジタ
ルカメラ１００およびスマートフォン２５０以外のアクセスポイントを経由して、デジタ
ルカメラ１００とスマートフォン２５０との間の通信が確立されてもよい。また、デジタ
ルカメラ１００およびスマートフォン２５０が、アドホックモードにより通信を確立して
もよい。要するに、デジタルカメラ１００は、電源ＯＦＦ操作が為されても、所定の時間
内は、他の通信装置との間の通信を確立することが可能な状態を維持するよう構成されれ
ばよい。以上のように構成されたデジタルカメラ１００にも上記実施形態の思想を適用で
きる。
【０１０５】
　また、上記実施形態では、デジタルカメラ１００のコントローラ１３０が、スマートフ
ォン２５０に送信すべき画像が残っているか否かを判断した（Ｓ３０６）。そしてデジタ
ルカメラ１００のコントローラ１３０は、スマートフォン２５０に送信すべき画像が残っ
ていない場合に（ステップＳ３０６におけるＹｅｓ）、スマートフォン２５０との通信を
切断した（Ｓ３０７）。しかし上記実施形態の思想はこれに限定されない。つまり、デジ
タルカメラ１００以外の装置が通信を切断してもよい。例えば、スマートフォン２５０が
デジタルカメラ１００との通信を切断してもよい。この場合、デジタルカメラ１００は、
送信すべきすべての画像の送信が終了すると、スマートフォン２５０に対して、全画像の
送信完了を通知する。スマートフォン２５０は、デジタルカメラ１００からの送信完了通
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知を受信すると、デジタルカメラ１００との間の通信を切断する（ステップＳ３０７に相
当）。デジタルカメラ１００のコントローラ１３０は、スマートフォン２５０との間の通
信が切断されると、デジタルカメラ１００の全ての構成要素への電力供給を停止する（ス
テップＳ３０８に相当）。要するに、デジタルカメラ１００が、デジタルカメラ１００か
らスマートフォン２５０へ送信すべき画像が残っていないときにデジタルカメラ１００と
スマートフォンとの間の通信が切断されるよう、構成される。このように構成されたデジ
タルカメラ１００には、上記実施形態の思想が適用できる。
【０１０６】
　また、上記実施形態では、デジタルカメラ１００のコントローラ１３０は、スマートフ
ォン２５０からの接続要求がないまま所定時間が経過した場合（ステップＳ３０９におけ
るＹｅｓ）は、デジタルカメラ１００の全ての構成要素への電力供給を停止する（Ｓ３１
０）。すなわち、ステップＳ３０１において通信機能に関係のない構成要素への電力供給
はすでに停止しているので、デジタルカメラ１００のコントローラ１３０は、通信機能に
関係する残りの構成要素（通信部１７１、メモリカード１４０、カードスロット１４１等
）への電力供給を停止した。しかし上記実施形態の思想はこれに限定されない。つまり、
全ての構成要素への電力供給が停止された（Ｓ３１０）後においても、デジタルカメラ１
００のコントローラ１３０は、通信機能に関する構成要素への電力供給を間欠的に行なっ
てもよい。ただし、この場合、コントローラ１３０は、電力供給を停止するとき（Ｓ３１
０）、コントローラ１３０自体への電力供給を維持する。
【０１０７】
　これにより、デジタルカメラ１００に対して所定時間内にスマートフォン２５０からの
接続要求がなかった場合（ステップＳ３０９におけるＹｅｓ）であっても、スマートフォ
ン２５０との通信が確立される機会が与えられる。
【０１０８】
　ここで、間欠的な電力供給は、具体的には次のように行なわれる。デジタルカメラ１０
０のコントローラ１３０は、通信機能に対して電力を間欠的に供給してから所定時間内に
スマートフォン２５０との通信を確立することができた場合、送信すべき画像データを送
信し終わるまで、スマートフォン２５０との通信を維持する。そしてコントローラ１３０
は、送信すべき画像データを送信し終えると、通信機能に対する電力供給を停止する。一
方、コントローラ１３０は、通信機能に対して電力を間欠的に供給してから所定時間内に
スマートフォン２５０との通信状態を確立することができなかった場合、通信機能に対す
る電力供給を停止する。そしてデジタルカメラ１００のコントローラ１３０は、所定時間
後に、再び通信機能に対して電力を間欠的に供給する。以上のように、デジタルカメラ１
００は、電源ＯＦＦ後においても、通信機能の間欠動作を継続してもよい。
【０１０９】
　これにより、デジタルカメラ１００は、電源ＯＦＦ操作後も、間欠的に通信機能を起動
させるので、スマートフォン２５０と間の通信を確立する機会が与えられる。それととも
に、間欠的に通信機能が起動されるので、常時電源ＯＮする場合よりも消費電力を低減で
きる。
【０１１０】
　また、上記実施形態においては、デジタルカメラ１００が、電源ＯＦＦ操作を受け付け
ても、所定の時間は他の通信装置との通信を確立できる状態を維持する通信装置が、デジ
タルカメラであった。しかし、上記実施形態の思想は、デジタルカメラだけでなく、通信
機能を有して画像等のデータを通信可能なデバイス（スマートフォン、タブレット等）に
適用できる。
【０１１１】
　また、上記実施形態のデジタルカメラ１００はレンズを内蔵したが、上記実施形態の思
想はこれに限定されない。上記実施形態の思想はレンズを着脱可能なカメラにも適用可能
である。
【０１１２】
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　また、上記実施形態のデジタルカメラ１００は、電源ＯＦＦ操作が為されると（ステッ
プＳ３００におけるＹｅｓ）、通信に関係のない構成要素への電力供給を停止した（Ｓ３
０１）。しかし、デジタルカメラ１００は、電源ＯＦＦ操作が為されたとき、スマートフ
ォン２５０へ送信すべき画像があるか否かを判定してもよい。この場合、デジタルカメラ
１００は、送信すべき画像がないと判定したとき、所定時間の経過を待つことなく、デジ
タルカメラ１００の全ての構成要素への電力供給を停止する。一方、デジタルカメラ１０
０は、送信すべき画像があると判定したときは、上記実施形態と同様、所定時間の間、ス
マートフォン２５０からの接続要求を待機する（Ｓ３０２～Ｓ３０３、Ｓ３０９）。
【０１１３】
　以上、本開示における技術の例示として、実施形態を説明した。そのために、詳細な説
明および添付の図面を開示した。よって、詳細な説明および添付の図面に記載された構成
要素の中には、課題解決のために必須でない構成要素が含まれることがある。したがって
、それらの必須でない構成要素が、詳細な説明および添付の図面に記載されているからと
いって、それらの必須でない構成要素が必須であると直ちに認定されるべきではない。
【０１１４】
　また、上記実施形態は、本開示における技術を例示するためのものである。よって、上
記実施形態は、特許請求の範囲またはその均等の範囲において種々の変更、置換、付加お
よび／または省略等を行なわれてもよい。
【産業上の利用可能性】
【０１１５】
　本開示の思想は、画像等のデータを、通信を介して送信可能な通信装置に適用可能であ
る。
【符号の説明】
【０１１６】
　１００…デジタルカメラ
　１１０…光学系
　１１１…フォーカスレンズ
　１１２…ズームレンズ
　１１３…絞り
　１１４…シャッタ
　１２０…ＣＣＤイメージセンサ
　１２１…ＡＦＥ（アナログ・フロント・エンド）
　１２２…画像処理部
　１２３…液晶モニタ
　１２４…バッファメモリ
　１３０…コントローラ
　１４０…メモリカード
　１４１…カードスロット
　１４２…フラッシュメモリ
　１５０…操作部
　１６０…電源
　１７１…通信部
　２５０…スマートフォン
　２５１…コントローラ
　２５２…ワークメモリ
　２５３…フラッシュメモリ
　２５４…通信部
　２５６…液晶モニタ
　２５７…タッチパネル
【手続補正３】
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【補正対象書類名】図面
【補正対象項目名】全図
【補正方法】変更
【補正の内容】

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】
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