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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　低消費電力状態であるサスペンド状態に移行可能な情報処理装置と、ケーブルあるいは
無線を介して通信可能な撮像装置であって、
　被写体を撮像して画像信号を出力する撮像手段と、
　前記撮像手段から出力された画像信号をデジタル画像データに変換する信号処理手段と
、
　撮像動作または撮像準備動作を前記撮像装置に行わせるためのトリガー信号を発生する
信号発生手段と、
　前記情報処理装置のサスペンド状態を解除するためのレジューム信号を、前記情報処理
装置に対して送信する送信手段と、
　前記レジューム信号の送信前に、前記情報処理装置がサスペンド状態にあるかを判定し
、前記情報処理装置がサスペンド状態にあると判定した場合であり、かつ前記撮像装置と
前記情報処理装置が接続されている場合、前記トリガー信号が発生したことに応じて前記
情報処理装置にレジューム信号を送信するよう前記送信手段を制御する制御手段と、
を有することを特徴とする撮像装置。
【請求項２】
　前記デジタル画像データを記録する記録手段をさらに有することを特徴とする請求項１
に記載の撮像装置。
【請求項３】
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　撮像準備動作を起動する第１の接点と、撮像動作及び前記デジタル画像データの作成動
作及び記録動作を起動する第２の接点とを少なくとも有するスイッチをさらに有し、前記
第１の接点がＯＮされたときに、前記送信手段が前記レジューム信号を送信することを特
徴とする請求項２に記載の撮像装置。
【請求項４】
　撮像準備動作を起動する第１の接点と、撮像動作及び前記デジタル画像データの作成動
作及び記録動作を起動する第２の接点とを少なくとも有するスイッチをさらに有し、前記
第２の接点がＯＮされたときに、前記送信手段が前記レジューム信号を送信することを特
徴とする請求項２に記載の撮像装置。
【請求項５】
　前記信号発生手段は、前記撮像装置に設けられた特定のスイッチであることを特徴とす
る請求項１または２に記載の撮像装置。
【請求項６】
　表示手段をさらに有し、
　前記撮像装置と前記情報処理装置が接続され、かつ前記制御手段により前記情報処理装
置がサスペンドの状態にあると判定された場合、前記表示手段は、前記情報処理装置がサ
スペンド状態であることを示す情報を表示することを特徴とする請求項１乃至５のいずれ
か１項に記載の撮像装置。
【請求項７】
　前記撮像装置は、ＵＳＢ仕様に基づき前記情報処理装置と通信することを特徴とする請
求項１乃至６のいずれか１項に記載の撮像装置。
【請求項８】
　低消費電力状態であるサスペンド状態に移行可能な情報処理装置と、ケーブルあるいは
無線を介して通信可能な撮像装置であり、かつ被写体を撮像して画像信号を出力する撮像
手段と、該撮像手段から出力された画像信号をデジタル画像データに変換する信号処理手
段と、撮像動作または撮像準備動作を前記撮像装置に行わせるトリガー信号を発生する信
号発生手段と、前記情報処理装置のサスペンド状態を解除するためのレジューム信号を、
前記情報処理装置に対して送信する送信手段と、を有する撮像装置を制御するための撮像
装置の制御方法であって、
　前記レジューム信号の送信前に、前記情報処理装置がサスペンド状態にあるかを判定し
、前記情報処理装置がサスペンド状態にあると判定した場合であり、かつ前記撮像装置と
前記情報処理装置が接続されている場合、前記トリガー信号が発生したことに応じて前記
情報処理装置にレジューム信号を送信するよう前記送信手段を制御することを特徴とする
撮像装置の制御方法。
【請求項９】
　コンピュータを、
　低消費電力状態であるサスペンド状態に移行可能な情報処理装置と、ケーブルあるいは
無線を介して通信可能な撮像装置であって、
　被写体を撮像して画像信号を出力する撮像手段と、
　前記撮像手段から出力された画像信号をデジタル画像データに変換する信号処理手段と
、
　撮像動作または撮像準備動作を前記撮像装置に行わせるトリガー信号を発生する信号発
生手段と、
　前記情報処理装置のサスペンド状態を解除するためのレジューム信号を、前記情報処理
装置に対して送信する送信手段と、
　前記レジューム信号の送信前に、前記情報処理装置がサスペンド状態にあるかを判定し
、前記情報処理装置がサスペンド状態にあると判定した場合であり、かつ前記撮像装置と
前記情報処理装置が接続されている場合、前記トリガー信号が発生したことに応じて前記
情報処理装置にレジューム信号を送信するよう前記送信手段を制御する制御手段とを有す
る撮像装置として機能させるためのコンピュータ読み取り可能なプログラムを記憶した記



(3) JP 4365932 B2 2009.11.18

10

20

30

40

50

憶媒体。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は、通信相手である情報処理装置がサスペンド状態にあるときに、レジューム信
号を送信して、情報処理装置のサスペンド状態を解除する技術に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
デジタルカメラなどの撮像装置においては、ＣＣＤなどの撮像素子で撮影された画像信号
を、Ａ／Ｄ変換器および信号処理手段によってデジタル画像信号に変換する。このデジタ
ル画像信号を圧縮手段によってＪＰＥＧなどの圧縮処理を施して、画像ファイルにしてメ
モリカードなどの記録手段に保存する。
【０００３】
ところで、撮像装置とコンピュータとをＵＳＢなどの送受信手段で接続して、メモリカー
ドに保存された画像ファイルを撮像装置からコンピュータに送信することがある。しかし
、コンピュータが低電力消費モードであるサスペンド状態にはいったときには、コンピュ
ータのデータ送受信手段が動作可能な状態でないため、撮像装置からコンピュータに画像
ファイルを送信することができなかった。このようにコンピュータが一旦サスペンド状態
になった後に、再び撮像装置からコンピュータに画像ファイルを送信するためには、従来
では、まず、コンピュータの特定のスイッチを押すなどして、コンピュータのサスペンド
状態を解除してＵＳＢなどの送受信手段を動作可能な状態にする必要があった。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、上記のような従来の撮像装置では、コンピュータを低電力消費モードであ
るサスペンド状態から復帰させてＵＳＢなどの送受信手段を動作可能な状態にするために
は、ユーザーが撮像装置を操作中であっても、一旦撮像装置から手を離して、コンピュー
タを操作する必要があり、煩わしく、また、そのためにシャッターチャンスを逃すことが
あるという問題点があった。
【０００５】
従って、本発明は上述した課題に鑑みてなされたものであり、その目的は、コンピュータ
等に画像データを送信する場合の操作性を向上させることができる撮像装置及びその制御
方法及び記憶媒体を提供することである。
【０００６】
【課題を解決するための手段】
　上述した課題を解決し、目的を達成するために、本発明に係わる撮像装置は、低消費電
力状態であるサスペンド状態に移行可能な情報処理装置と、ケーブルあるいは無線を介し
て通信可能な撮像装置であって、被写体を撮像して画像信号を出力する撮像手段と、前記
撮像手段から出力された画像信号をデジタル画像データに変換する信号処理手段と、撮像
動作または撮像準備動作を前記撮像装置に行わせるためのトリガー信号を発生する信号発
生手段と、前記情報処理装置のサスペンド状態を解除するためのレジューム信号を、前記
情報処理装置に対して送信する送信手段と、前記レジューム信号の送信前に、前記情報処
理装置がサスペンド状態にあるかを判定し、前記情報処理装置がサスペンド状態にあると
判定した場合であり、かつ前記撮像装置と前記情報処理装置が接続されている場合、前記
トリガー信号が発生したことに応じて前記情報処理装置にレジューム信号を送信するよう
前記送信手段を制御する制御手段と、を有することを特徴としている。
【００１４】
　また、本発明に係わる撮像装置の制御方法は、低消費電力状態であるサスペンド状態に
移行可能な情報処理装置と、ケーブルあるいは無線を介して通信可能な撮像装置であり、
かつ被写体を撮像して画像信号を出力する撮像手段と、該撮像手段から出力された画像信
号をデジタル画像データに変換する信号処理手段と、撮像動作または撮像準備動作を前記
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撮像装置に行わせるトリガー信号を発生する信号発生手段と、前記情報処理装置のサスペ
ンド状態を解除するためのレジューム信号を、前記情報処理装置に対して送信する送信手
段と、を有する撮像装置を制御するための撮像装置の制御方法であって、前記レジューム
信号の送信前に、前記情報処理装置がサスペンド状態にあるかを判定し、前記情報処理装
置がサスペンド状態にあると判定した場合であり、かつ前記撮像装置と前記情報処理装置
が接続されている場合、前記トリガー信号が発生したことに応じて前記情報処理装置にレ
ジューム信号を送信するよう前記送信手段を制御することを特徴としている。
【００１８】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の好適な実施形態について、添付図面を参照して詳細に説明する。
【００１９】
（第１の実施形態）
図１は本発明の撮像装置の第１の実施形態の構成を示すブロック図である。
【００２０】
図１に示すように、本実施形態の撮像装置１２は、光学系１を介して結像した被写体像を
ＣＣＤ等の撮像素子２で光電変換し、Ａ／Ｄ変換器３、および信号処理手段４によってデ
ジタル画像信号に変換する。デジタル画像信号はメモリ手段５に取り込まれる。メモリ手
段５に取り込まれたデジタル画像信号は、圧縮手段８によってＪＰＥＧなどの圧縮処理を
受けて、ファイルとしてメモリ手段５に保存される。また本実施形態の撮像装置１２は、
上記各手段を制御するＣＰＵ７と制御手段６、この制御手段６に接続されたレリーズスイ
ッチ１０、及び表示手段１１を備えている。また本実施形態の撮像装置はＵＳＢ・Ｉ／Ｆ
回路９を備えている。
【００２１】
ここで、上記光学系１はレンズや絞り、光学フィルター、シャッター等から構成され、撮
像素子に被写体像を結像させるものである。
【００２２】
また、撮像素子２は、光学系１の結像した被写体像を電気的信号に変換するＣＣＤ等であ
る。
【００２３】
Ａ／Ｄ変換器３は、撮像素子２から出力される連続的な電気的信号をデジタル変換するも
のである。
【００２４】
信号処理手段４は、デジタル変換された信号に対して、信号処理を施すことによりデジタ
ル画像信号を生成するものである。
【００２５】
メモリ手段５は信号処理手段４から出力されるデジタル画像信号を一時的に取り込んだり
、あるいはファイル形式になったデジタル画像信号を保存するためのものであり、内部メ
モリあるいはコンパクトフラッシュメモリなどの外部のメモリカード等により構成される
。
【００２６】
また、制御手段６およびＣＰＵ７は、撮像装置１２全体の制御を行うものである。
【００２７】
圧縮手段８は、信号処理手段４から出力され、メモリ手段５に一時的に取り込まれたデジ
タル画像信号に対してＪＰＥＧなどの圧縮処理を施すためのものである。
【００２８】
ＵＳＢ・Ｉ／Ｆ回路９は、ＵＳＢ仕様に基づいたデータの送受信方法で、コンピュータ１
３との間で、デジタル画像信号の送受信を行ったり、制御命令の送受信を行ったり、コン
ピュータや撮像装置の状態を知らせるための送受信を行ったりする。
【００２９】
ところで、ＵＳＢの仕様では、コンピュータが低電力消費モードであるサスペンド状態に



(5) JP 4365932 B2 2009.11.18

10

20

30

40

50

入ると、コンピュータと、ＵＳＢの送受信手段を介して接続されているデバイスとの間で
は、いかなるデータの送受信もできなくなる。ＵＳＢではコンピュータからの命令をきっ
かけにして、データの送受信が行われるため、この状態ではデバイス側からコンピュータ
に対して何らかのデータを送信することもできなくなる。コンピュータが一旦サスペンド
状態になった後に、再びＵＳＢでのデータの送受信を行うためには、コンピュータを操作
してサスペンド状態を解除するか、ＵＳＢの仕様で定められたリモートウェイクアップ機
能を使って、デバイス側からコンピュータに対してレジューム信号を送信することによっ
て、コンピュータのサスペンド状態を解除する必要がある。
【００３０】
本実施形態の撮像装置１２では、制御手段６およびＣＰＵ７の制御によって、ＵＳＢ・Ｉ
／Ｆ回路９からレジューム信号を送信することができる。
【００３１】
レリーズスイッチ１０は、少なくとも２つ以上の接点を有するスイッチで、例えば、押下
される量に応じて２段階の状態が切り替わる構造となっており、途中まで押下したときに
はＳＷ１で示される第１の接点が選択され、最後まで押下したときにはＳＷ２で示される
第２の接点が選択される。第１の接点が選択されたときに、ＡＦやＡＥなどの撮影準備動
作を行い、第２の接点が選択されたときに撮像動作およびデジタル画像データの作成動作
および記録動作を行う。
【００３２】
また、本実施形態の撮像装置１２では、後述するとおり、レリーズスイッチ１０の第１の
接点が選択されたときに、ＵＳＢ・Ｉ／Ｆ回路９からレジューム信号を送信する。
【００３３】
表示手段１１は、制御手段６およびＣＰＵ７の制御により、撮像装置の各種の状態を表示
したり、保存されている画像ファイルをユーザーからの指示により順次表示するものであ
り、ＬＣＤやＴＦＴ液晶等で構成される。
【００３４】
次に、上記構成の撮像装置が、ＵＳＢによる送受信手段によりコンピュータと接続された
状態で、撮像装置でデジタル画像を順次作成し、メモリに記録し、それとともに、メモリ
に記録された画像ファイルをコンピュータに転送する場合の動作説明を行う。
【００３５】
図２は、本実施形態の動作を示したフローチャートである。
【００３６】
まず、撮像装置とコンピュータとはＵＳＢによって接続されている状態とする（Ｓ１１）
。次にユーザーによってＳＷ１が押下されると（Ｓ１２）、撮像装置は撮影準備動作を行
う（Ｓ１３）。次に撮影後のコンピュータへの画像ファイルの転送に備えて、コンピュー
タがサスペンド状態にあるかどうかを調べ（Ｓ１４）、サスペンド状態にある場合には、
ＵＳＢ・Ｉ／Ｆ回路９を介してレジューム信号を送信する（Ｓ１５）。サスペンド状態に
ない場合は、レジューム信号を送信するステップはスキップする。次にユーザーによって
ＳＷ２が押されたかどうかを調べる（Ｓ１６）。ＳＷ２が押されたかどうかのチェックは
一定時間行い、一定時間経過の後もＳＷ２が押されていないときは、ユーザーが撮影動作
を中止した可能性があるため、再びＳ１２に戻り、ＳＷ１が押されているかどうかのチェ
ックに移る。Ｓ１６でＳＷ２が押されているときはデジタル画像を１枚撮影・作成した後
、メモリに記録する（Ｓ１７）。最後に、メモリに記録したデジタル画像をＵＳＢ送受信
手段を使用してコンピュータに送信することにより（Ｓ１８）、撮像装置でデジタル画像
を１枚作成し、メモリに記録し、それとともに、メモリに記録された画像ファイルをコン
ピュータに転送するシーケンスが完了する。
【００３７】
そして再びＳ１２でユーザーによる撮影準備指示を待つこととなる。
【００３８】
すなわち、本実施形態の撮像装置においては、撮像装置における撮影と同時にコンピュー



(6) JP 4365932 B2 2009.11.18

10

20

30

40

50

タに撮影した画像を送信する場合に、ユーザーがＳＷ１を押下したときに、コンピュータ
がサスペンド状態であれば撮像装置がレジューム信号をコンピュータに自動的に送信する
ため、わざわざユーザーがコンピュータを操作してサスペンド状態を解除する必要がない
。したがって、ユーザーの煩わしさを取り除くとともに、ユーザーがコンピュータを操作
することが理由でシャッターチャンスを逃すことがなくなる。
【００３９】
（第２の実施形態）
第１の実施形態では、ユーザーがＳＷ１を押下したのをトリガーとして、撮像装置はコン
ピュータに対してレジューム信号を送信していた。
【００４０】
しかし、撮影者はＳＷ１を押下した後、必ずしもＳＷ２を押下して撮影動作を行うとは限
らず、その場合実際には画像ファイルをコンピュータに転送することがないにも関わらず
、コンピュータのサスペンド状態を解除してしまうことになる。
【００４１】
そこで、第２の実施形態では、ユーザーがＳＷ２を押下したのをトリガーとして、撮像装
置がコンピュータに対してレジューム信号を送信することとする。
【００４２】
第２の実施形態の撮像装置の構成は図１で示したものと同様である。
【００４３】
図３は、本実施形態の動作を示したフローチャートである。
【００４４】
まず、撮像装置とコンピュータとはＵＳＢによって接続されている状態とする（Ｓ２１）
。
【００４５】
次にユーザーによってＳＷ１が押下されると（Ｓ２２）、撮像装置は撮影準備動作を行う
（Ｓ２３）。次にユーザーによってＳＷ２が押されたかどうかを調べる（Ｓ２４）。ＳＷ
２が押されたかどうかのチェックは一定時間行い、一定時間経過の後もＳＷ２が押されて
いないときは、ユーザーが撮影動作を中止した可能性があるため、再びＳ２２に戻り、Ｓ
Ｗ１が押されているかどうかのチェックに移る。Ｓ２４でＳＷ２が押されているときは、
撮影後のコンピュータへの画像ファイルの転送に備えて、コンピュータがサスペンド状態
にあるかどうかを調べ（Ｓ２５）、サスペンド状態にある場合には、ＵＳＢ・Ｉ／Ｆ回路
を介してレジューム信号を送信する（Ｓ２６）。サスペンド状態にない場合は、レジュー
ム信号を送信するステップはスキップする。デジタル画像を１枚撮影・作成した後、メモ
リに記録する（Ｓ２７）。最後に、メモリに記録したデジタル画像をＵＳＢ送受信手段を
使用してコンピュータに送信することにより（Ｓ２８）、撮像装置でデジタル画像を１枚
作成し、メモリに記録し、それとともに、メモリに記録された画像ファイルをコンピュー
タに転送するシーケンスが完了する。
【００４６】
そして再びＳ２２でユーザーによる撮影準備指示を待つこととなる。
【００４７】
すなわち、本実施形態の撮像装置においては、撮像装置における撮影と同時にコンピュー
タに撮影した画像を送信する場合に、ユーザーがＳＷ２を押下したときに、コンピュータ
がサスペンド状態であれば撮像装置がレジューム信号をコンピュータに自動的に送信する
ため、第１の実施形態と同様に、わざわざユーザーがコンピュータを操作してサスペンド
状態を解除する必要がない。したがって、ユーザーの煩わしさを取り除くとともに、ユー
ザーがコンピュータを操作することが理由でシャッターチャンスを逃すことがなくなる。
【００４８】
（第３の実施形態）
第３の実施形態では、ユーザーがＳＷ２を押下して、撮影動作およびデジタル画像データ
の作成および記録動作を行った後に、撮像装置がコンピュータに対してレジューム信号を
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送信することとする。
【００４９】
第３の実施形態の撮像装置の構成は図１で示したものと同様である。
【００５０】
図４は、本実施形態の動作を示したフローチャートである。
【００５１】
まず、撮像装置とコンピュータとはＵＳＢによって接続されている状態とする（Ｓ３１）
。次にユーザーによってＳＷ１が押下されると（Ｓ３２）、撮像装置は撮影準備動作を行
う（Ｓ３３）。次にユーザーによってＳＷ２が押されたかどうかを調べる（Ｓ３４）。Ｓ
Ｗ２が押されたかどうかのチェックは一定時間行い、一定時間経過の後もＳＷ２が押され
ていないときは、ユーザーが撮影動作を中止した可能性があるため、再びＳ３２に戻り、
ＳＷ１が押されているかどうかのチェックに移る。Ｓ３４でＳＷ２が押されているときは
、デジタル画像を１枚撮影・作成した後、メモリに記録する（Ｓ３５）。次にコンピュー
タへの画像ファイルの転送に備えて、コンピュータがサスペンド状態にあるかどうかを調
べ（Ｓ３６）、サスペンド状態にある場合には、ＵＳＢ・Ｉ／Ｆ回路を介してレジューム
信号を送信する（Ｓ３７）。サスペンド状態にない場合は、レジューム信号を送信するス
テップはスキップする。最後に、メモリに記録したデジタル画像をＵＳＢ送受信手段を使
用してコンピュータに送信することにより（Ｓ３８）、撮像装置でデジタル画像を１枚作
成し、メモリに記録し、それとともに、メモリに記録された画像ファイルをコンピュータ
に転送するシーケンスが完了する。
【００５２】
そして再びＳ３２でユーザーによる撮影準備指示を待つこととなる。
【００５３】
すなわち、本実施形態の撮像装置においては、撮像装置における撮影と同時にコンピュー
タに撮影した画像を送信する場合に、ユーザーがＳＷ２を押下して、撮影動作およびデジ
タル画像データの作成および記録動作を行った後に、コンピュータがサスペンド状態であ
れば撮像装置がレジューム信号をコンピュータに自動的に送信するため、第１、第２の実
施形態と同様に、わざわざユーザーがコンピュータを操作してサスペンド状態を解除する
必要がない。したがって、ユーザーの煩わしさを取り除くとともに、ユーザーがコンピュ
ータを操作することが理由でシャッターチャンスを逃すことがなくなる。
【００５４】
なお、上述した３つの実施形態のほかに、撮像装置が備える任意のスイッチをユーザーが
押下することによって、コンピュータがサスペンド状態であれば撮像装置がレジューム信
号をコンピュータに自動的に送信するようにすれば、同様に、わざわざユーザーがコンピ
ュータを操作してサスペンド状態を解除する必要がなくなる。したがって、ユーザーの煩
わしさを取り除くとともに、ユーザーがコンピュータを操作することが理由でシャッター
チャンスを逃すことがなくなる。
【００５５】
また、以上のいずれの実施形態においても、ＵＳＢ接続されているコンピュータがサスペ
ンド状態であるか否かの情報を、図１の表示手段１１に表示することによって、ユーザー
がコンピュータのサスペンド状態に関する情報を、撮像装置を操作しながら得ることがで
きる。
【００５６】
また、上記の実施形態においては、ユーザーによるシャッターボタンの手動操作によりレ
ジューム信号を送信する場合について説明したが、本発明はこれに限定されることなく、
例えば一定時間毎に間欠的に自動撮影を行う場合などでは、ユーザーが手動によりスイッ
チを起動しなくても、撮影のタイミング毎に自動的にレジューム信号が送信されるように
構成されていてもよい。
【００５７】
また、本発明における撮像装置とは、カメラ等に限らず、例えばスキャナー等のように、
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画像を取り込んで画像信号を送信するもの全般を指すものである。
【００５８】
また、本発明では、撮像部と制御装置部は、１つの筐体等に配置されるように構成されて
いてもよいし、別々の筐体内に配置されてケーブルあるいは無線等で接続されるように構
成されていてもよい。
【００５９】
【他の実施形態】
なお、本発明は、複数の機器（例えばホストコンピュータ、インタフェイス機器、リーダ
、プリンタなど）から構成されるシステムに適用しても、一つの機器からなる装置（例え
ば、複写機、ファクシミリ装置など）に適用してもよい。
【００６０】
また、本発明の目的は、前述した実施形態の機能を実現するソフトウェアのプログラムコ
ードを記録した記憶媒体（または記録媒体）を、システムあるいは装置に供給し、そのシ
ステムあるいは装置のコンピュータ（またはCPUやMPU）が記憶媒体に格納されたプログラ
ムコードを読み出し実行することによっても、達成されることは言うまでもない。この場
合、記憶媒体から読み出されたプログラムコード自体が前述した実施形態の機能を実現す
ることになり、そのプログラムコードを記憶した記憶媒体は本発明を構成することになる
。また、コンピュータが読み出したプログラムコードを実行することにより、前述した実
施形態の機能が実現されるだけでなく、そのプログラムコードの指示に基づき、コンピュ
ータ上で稼働しているオペレーティングシステム(OS)などが実際の処理の一部または全部
を行い、その処理によって前述した実施形態の機能が実現される場合も含まれることは言
うまでもない。
【００６１】
さらに、記憶媒体から読み出されたプログラムコードが、コンピュータに挿入された機能
拡張カードやコンピュータに接続された機能拡張ユニットに備わるメモリに書込まれた後
、そのプログラムコードの指示に基づき、その機能拡張カードや機能拡張ユニットに備わ
るCPUなどが実際の処理の一部または全部を行い、その処理によって前述した実施形態の
機能が実現される場合も含まれることは言うまでもない。
【００６２】
本発明を上記記憶媒体に適用する場合、その記憶媒体には、先に説明した（図２乃至図４
に示す）フローチャートに対応するプログラムコードが格納されることになる。
【００６３】
【発明の効果】
以上説明したように、本発明によれば、わざわざユーザーがコンピュータを操作してサス
ペンド状態を解除する必要がなくなり、ユーザーの煩わしさを取り除くとともに、ユーザ
ーがコンピュータを操作することが理由でシャッターチャンスを逃す等の問題のない撮像
装置を実現できる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の撮像装置の実施形態の概略構成を示すブロック図である。
【図２】本発明の撮像装置の第１の実施形態における撮像動作およびコンピュータへの画
像ファイルの送信動作の流れを示すフローチャートである。
【図３】本発明の撮像装置の第２の実施形態における撮像動作およびコンピュータへの画
像ファイルの送信動作の流れを示すフローチャートである。
【図４】本発明の撮像装置の第３の実施形態における撮像動作およびコンピュータへの画
像ファイルの送信動作の流れを示すフローチャートである。
【符号の説明】
１　光学系
２　撮像素子
３　Ａ／Ｄ
４　信号処理手段
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５　メモリ手段
６　制御手段
７　ＣＰＵ
８　圧縮手段
９　ＵＳＢ　Ｉ／Ｆ
１０　レリーズＳＷ
１１　コンピュータ
１２　撮像装置

【図１】 【図２】
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