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(57)【要約】
【課題】ユーザの手間を必要とすることなく、ユーザの
意図に沿った無線通信の確立を実現できるようにする。
【解決手段】被写体を撮像して画像データを生成する撮
像手段と、前記撮像手段により生成された画像データを
表示する、着脱可能な表示装置と、前記表示装置を含む
他の装置と無線通信を介して接続する無線通信手段と、
前記表示装置の着脱状態を検知する検知手段と、前記検
知手段により検知された表示装置の着脱状態に基づき、
前記表示装置および前記他の装置のうち、何れかを優先
して接続するよう前記無線通信手段を制御する制御手段
とを有する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被写体を撮像して画像データを生成する撮像手段と、
　前記撮像手段により生成された画像データを表示する、着脱可能な表示装置と、
　前記表示装置を含む他の装置と無線通信を介して接続する無線通信手段と、
　前記表示装置の着脱状態を検知する検知手段と、
　前記検知手段により検知された表示装置の着脱状態に基づき、前記表示装置および前記
他の装置のうち、何れかを優先して接続するよう前記無線通信手段
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】
　前記撮像装置の電源をオフにする場合、前記制御手段は、前記表示装置の電源をオフに
する指示を通知するよう前記無線通信手段を制御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】
　前記表示装置は、前記電源をオフにする指示を受け付けた場合、間欠的に、前記表示装
置からの無線信号を受信可能な状態となる動作を行うことを特徴とする請求項２に記載の
撮像装置。
【請求項４】
　前記撮像装置が、前記無線通信手段を介して前記他の装置と接続している状態で、前記
表示装置の着脱状態が、分離状態となった場合、
　前記制御手段は、前記表示装置との無線通信を確立することを優先するよう前記無線通
信手段を制御することを特徴とする請求項１～３の何れか１項に記載の撮像装置。
【請求項５】
　前記撮像装置が、前記無線通信手段を介して前記他の装置と接続している状態で、前記
表示装置の着脱状態が、分離状態となった場合、
　前記制御手段は、前記接続している他の装置との通信を切断し、前記表示装置との無線
通信を確立するよう前記無線通信手段を制御することを特徴とする請求項１～３の何れか
１項に記載の撮像装置。
【請求項６】
　前記撮像装置と前記表示装置が一体の状態において、無線検索が行われた場合、
　前記制御手段は、前記他の装置との無線通信を確立するよう前記無線通信手段を制御す
ることを特徴とする請求項１～５の何れか１項に記載の撮像装置。
【請求項７】
　前記撮像装置と前記表示装置が一体の状態において、無線検索が行われた場合、
　前記撮像装置と前記表示装置の電池残量の多い方の前記無線通信手段を用いて前記他の
装置を接続することを特徴とする請求項１～５の何れか１項に記載の撮像装置。
【請求項８】
　前記撮像装置と前記表示装置が分離していて通信が確立していない状態において、無線
通信が行われた場合、
　前記制御手段は、前記表示装置を優先して無線通信を確立するよう前記無線通信手段を
制御することを特徴とする請求項１～７の何れか１項に記載の撮像装置。
【請求項９】
　被写体を撮像して画像データを生成する撮像工程と、
　前記撮像工程において生成された画像データを表示する、着脱可能な表示装置を含む他
の装置と無線通信を介して接続する無線通信工程と、
　前記表示装置の着脱状態を検知する検知工程と、
　前記検知工程において検知された表示装置の着脱状態に基づき、前記表示装置および前
記他の装置のうち、何れかを優先して接続するよう前記無線通信工程を制御する制御工程
とを有することを特徴とする撮像装置の制御方法。
【請求項１０】
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　請求項１～８の何れか１項に記載の撮像装置の各手段としてコンピュータを機能させる
ためのプログラム。
【請求項１１】
　請求項１０に記載のプログラムを記憶したことを特徴とするコンピュータ読み取り可能
な記憶媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は撮像装置及び撮像装置の制御方法に関し、特に、撮像ユニットと表示ユニット
に分離可能な撮像装置において、撮像ユニットと表示ユニットの着脱状態に応じた制御を
行うために用いて好適な技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、カメラとモニター部が分離して、カメラでの撮影画像あるいは再生画像を無
線通信にてやり取りする方法が提案されている。例えば、特許文献１には、表示ユニット
が着脱可能であり、撮像して得られた画像データを表示ユニットに無線通信で送信するこ
とができるデジタルカメラが開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００７－３３６５２６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　一方、近年では、デジタルカメラの周辺機器、いわゆるアクセサリにも無線機能が搭載
され、デジタルカメラと無線通信にて接続できる機器が増えてきている。しかしながら、
前述した特許文献１では、このような現状について何ら考慮されていない。
【０００５】
　すなわち、デジタルカメラが無線通信で接続したい機器について、どの機器を優先すべ
きかについて何ら考慮されていない。そのため、無線通信を確立する機器の選択に関する
ユーザの手間がかかったり、ユーザの意図した動作とならなかったりする恐れがあった。
　本発明は前述の問題点に鑑み、ユーザの手間を必要とすることなく、ユーザの意図に沿
った無線通信の確立を実現できるようにすることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の撮像装置は、被写体を撮像して画像データを生成する撮像手段と、前記撮像手
段により生成された画像データを表示する、着脱可能な表示装置と、前記表示装置を含む
他の装置と無線通信を介して接続する無線通信手段と、前記表示装置の着脱状態を検知す
る検知手段と、前記検知手段により検知された表示装置の着脱状態に基づき、前記表示装
置および前記他の装置のうち、何れかを優先して接続するよう前記無線通信手段を制御す
る制御手段とを有することを特徴とする。
【発明の効果】
【０００７】
　本発明によれば、ユーザの手間を必要とすることなく、ユーザの意図に沿った無線通信
の確立を実現することができる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】本実施形態における撮像ユニットと表示ユニットが分離された場合の接続構成を
示す図である。
【図２】本実施形態における撮像ユニットと表示ユニットが一体のなっている場合に、外
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部機器との接続構成を示す図である。
【図３】本実施形態における撮像ユニットのハードウェア構成の一例を示すブロック図で
ある。
【図４】本実施形態における表示ユニットのハードウェア構成の一例を示すブロック図で
ある。
【図５】第１の実施形態における起動動作を示すフローチャートである。
【図６】第２の実施形態における無線検索および接続方法を示すフローチャートである。
【図７】（ａ）は第３の実施形態における撮像ユニットの終了動作処理、（ｂ）は表示ユ
ニットの終了動作処理を示すフローチャートである。
【図８】第４の実施形態における外部機器と通信中に、撮像ユニットから表示ユニットが
分離された場合の動作を説明するフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　以下に、本発明の好ましい実施の形態を、添付の図面に基づいて詳細に説明する。
　図１は、本発明の実施形態にかかわる撮像ユニットと表示ユニットが分離された場合の
接続構成図である。
［第１の実施形態］
　図１は、無線通信装置を内蔵した撮像ユニット１０１と表示ユニット１０４が無線通信
を介して着脱可能に接続されたネットワークを構築している場合を示す図である。撮像ユ
ニット１０１は無線開始部材１０２、電源スイッチ１０３を備えているものとする。なお
、無線通信の仕組みとしては、ＩＥＥＥ８０２．１１規格のアドホックモードの無線通信
を用いるものとするが、どちらかのユニットがアクセスポイントとなり接続される形態で
もよい。
【００１０】
　図２は、無線通信装置を内蔵した撮像ユニット１０１と表示ユニット１０４が一体とな
っている場合に、外部機器２０１とネットワークを構築している場合を示す図である。
【００１１】
　図３は、撮像ユニット１０１のハードウェア構成の一例を示すブロック図である。
　撮像ユニット１０１はシステムバス３０９とシステムバス３０９に接続される以下の要
素を備える。
　ＣＰＵ３０１は、ＲＯＭ３０２が保持する制御プログラムを実行することにより、撮像
ユニット全体を制御する。
【００１２】
　ＲＯＭ３０２は、前述したプログラム等を保持する不揮発性メモリである。
　ＲＡＭ３０３は、ＣＰＵ３０１が制御プログラムを実行する際に作業領域として使用さ
れる揮発性メモリである。ＲＡＭ３０３は、撮像した画像を記憶媒体３０７に記憶する前
に一時的にバッファリングする領域としても使用される。
【００１３】
　画像生成部３０４は、撮像部３０５がＲＡＭ３０３に格納したデジタル電気信号に対し
、ＪＰＥＧ符号化やＭＰＥＧ符号化等の画像生成処理を施し、画像データを生成する。ま
た、記憶媒体３０７に保持されている画像に対して何らかの画像処理の編集を行う際にも
画像生成処理を施し、画像データを生成する。
【００１４】
　撮像部３０５は、光学レンズ、ＣＭＯＳ、Ａ／Ｄ変換機等から構成され、光学レンズか
ら入射した光をデジタル電気信号に変換し、ＲＡＭ３０３に格納する。また、ファインダ
ー(不図示)に光学レンズから入射した被写体光をミラーで反射し、ペンタプリズムを通し
て表示する。また、ファインダー(不図示)には撮影パラメータやその他情報を表示する。
本実施形態では、表示ユニット１０４と接続しているかどうかの情報も表示する。
【００１５】
　記憶媒体制御部３０６は次に説明する記憶媒体３０７を制御する。
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　記憶媒体３０７は、画像データを記憶するためのものであり、例えば、コンパクトフラ
ッシュ(登録商標)、ハードディスク等を用いることができる。
　通信Ｉ／Ｆ３０８は、外部機器と通信するためのインタフェースであり、例えば無線Ｌ
ＡＮ、Ｂｕｌｅｔｏｏｔｈ（登録商標）等である。本実施形態では、無線ＬＡＮを用いる
場合を例に挙げて説明する。
【００１６】
　操作部３１０は、シャッタボタン、十字キー、決定ボタン、メニューボタン、電源ボタ
ン等から構成されている。シャッタボタンは、その押下操作に伴い、半押し状態（ＳＷ１
）と、更に押された状態（ＳＷ２）の２つの状態をとる。十字キーは、画像データの選択
等に用いる。決定ボタンは、選択項目の決定に用いる。ユーザは操作部３１０を介して撮
像ユニットに指示を与えることができる。
【００１７】
　電源制御部３１１は、撮像ユニット１０１に電源を供給するためのものであり、ＣＰＵ
３０１によって電池残量等の情報が取得される。
　表示ユニットＩ／Ｆ３１２は、撮像ユニット１０１が表示ユニット１０４と一体の場合
に通信を行うＩ／Ｆである。例えば、電気回路的に接続されるコネクタを用いる。
【００１８】
　図４は、表示ユニット１０４のハードウェア構成の一例を示すブロック図である。
　表示ユニット１０４は、システムバス４０６とシステムバス４０６に接続される以下の
要素を備える。
　ＣＰＵ４０１は、ＲＯＭ４０２が保持する制御プログラムを実行することにより、表示
ユニット全体を制御する。
【００１９】
　ＲＯＭ４０２は、前述したプログラム等を保持する不揮発性メモリである。
　ＲＡＭ４０３はＣＰＵ４０１が制御プログラムを実行する際に作業領域として使用され
る揮発性メモリである。
　通信Ｉ／Ｆ４０５は、外部機器と通信するためのインタフェースであり、例えば無線Ｌ
ＡＮ、Ｂｕｌｅｔｏｏｔｈ（登録商標）等である。本実施形態では無線ＬＡＮを用いる場
合を例に挙げて説明する。
【００２０】
　電源制御部４０７は、表示ユニット１０４に電源を供給し、ＣＰＵ４０１によって電池
残量等の情報が取得される。
　撮像ユニットＩ／Ｆ４０８は、表示ユニット１０４が撮像ユニット１０１と一体の場合
に通信を行うＩ／Ｆである。例えば、電気回路的に接続されるコネクタを用いる。
【００２１】
　表示部４０４には、通信Ｉ／Ｆ４０５で撮像ユニット１０１と接続されているか、また
は撮像ユニットＩ／Ｆ４０８で撮像ユニット１０１と接続されている場合には、撮像部３
０５で撮像した画像や記憶媒体３０７から再生された画像が表示される。また、操作部３
１０によって指示された内容に対応するＧＵＩが表示される。
【００２２】
　以下、図５を参照して、本実施形態の特徴である電源ＯＮ（オン）時の起動動作につい
て説明する。図５のフローチャートは、撮像ユニット１０１で操作部３１０の一部である
電源スイッチ１０３が操作され、撮像ユニット１０１の各部に電源制御部３１１から電源
が供給されたことに応じて開始される。
【００２３】
　Ｓ５０２では、撮像ユニット１０１は電源が供給されるとＣＰＵ３０１が、表示ユニッ
トＩ／Ｆ３１２を介して表示ユニット１０４が接続されているかどうか、着脱状態を検知
して判定する。判定結果として、撮像ユニット１０１と表示ユニット１０４が分離されて
おらず、表示ユニットＩ／Ｆ３１２を介して表示ユニット１０４と接続されている場合は
Ｓ５０７に移行し、ＭＥＮＵ表示可能な状態にする。撮像ユニット１０１と表示ユニット
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１０４が分離されている場合にはＳ５０３に移行する。
【００２４】
　Ｓ５０３では、ＣＰＵ３０１が、通信Ｉ／Ｆ３０８を介して予め定められた無線パラメ
ータにより表示ユニット１０４の検索を行う。検索方法は、予め定められた無線パラメー
タの１つであるＳＳＩＤ（Service Set Identifier）を使用して行う。また、アドホック
通信（無線ＬＡＮアドホックモードの通信）である場合にはチャンネルも予め決定されて
いるものとし、チャンネルを指定してＳＳＩＤを検索することにより効率的に検索する。
　なお、一般にはＳＳＩＤは、いわゆるアクセスポイントから定期的に発信されるビーコ
ン信号に含まれ、アクセスポイントに接続する各機器はこのビーコンを受信することによ
ってＳＳＩＤを知る。しかし、本実施形態では、予め撮像ユニット１０１と表示ユニット
１０４とが共通のＳＳＩＤを用いることを決定しているものとし、ビーコン等により通信
対象を絞る手順を経由することなく検索信号を発信する。
【００２５】
　Ｓ５０４では、ＣＰＵ３０１が、通信Ｉ／Ｆ３０８を介して表示ユニット１０４が検索
されたかどうか（発見されたかどうか）を判定する。具体的には、発信した検索信号への
応答を表示ユニット１０４から受信した場合、ＣＰＵ３０１は、表示ユニット１０４が検
索されたと判定する。検索された場合はＳ５０５に移行する。検索されなかった場合には
Ｓ５０６に移行する。
【００２６】
　Ｓ５０５では、ＣＰＵ３０１が、予め定められた無線パラメータにより、通信Ｉ／Ｆ３
０８を介して表示ユニット１０４と接続するための処理を行う。接続が確立した場合には
Ｓ５０７に移行する。接続が確立しなかった場合にはＳ５０６に移行する。
【００２７】
　Ｓ５０６では、撮像ユニット１０１と表示ユニット１０４とが分離されていて所定時間
内に撮像ユニット１０１と表示ユニット１０４が接続されなかった場合に、ＣＰＵ３０１
が、撮像ユニット１０１のファインダーにその結果を表示する。表示の仕方は接続マーク
でもよいし、その他ユーザに分かる表示であれば何でもよい。その後、本フローチャート
の処理は終了する。
【００２８】
　Ｓ５０７では、表示ユニット１０４接続が確立されたため、表示ユニット１０４の表示
部４０４にＭＥＮＵ表示可能な状態にする。その後、本フローチャートの処理は終了する
。
　なお、前述したフローチャートは、電源ＯＮとなったことに応じて開始される撮影モー
ドまたは再生モードの開始処理と並行して実行される。
【００２９】
　以上により、撮像ユニット１０１に電源供給された場合に撮像ユニット１０１と表示ユ
ニット１０４が一体の状態か、分離されている状態かに応じて、電源ＯＮ時の起動動作を
切り替える。これにより、ユーザが意識せずに表示ユニット１０４の表示部４０４を使用
しながら操作することが可能になる。
【００３０】
［第２の実施形態］
　以下に、図６を参照して、本発明の第２の実施形態による無線検索および接続方法につ
いて説明する。
　以下に説明する特徴は、無線開始部材１０２が操作された場合に、撮像ユニット１０１
と表示ユニット１０４が一体の状態か、分離されている状態かによって動作を変更するこ
とである。
　図６のフローチャートは、撮像ユニット１０１で操作部３１０の一部である無線開始部
材１０２が操作されることに応じて開始される。
【００３１】
　まずＳ６０２では、ＣＰＵ３０１が、撮像ユニット１０１と表示ユニット１０４が、表
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示ユニットＩ／Ｆ３１２を介して接続されているかどうかを検知して判定する。判定結果
として、撮像ユニット１０１と表示ユニット１０４が分離されておらず、表示ユニットＩ
／Ｆ３１２を介して表示ユニットと接続されている場合はＳ６０９に移行する。撮像ユニ
ット１０１と表示ユニット１０４が分離状態である場合にはＳ６０３に移行する。
【００３２】
　Ｓ６０３では、撮像ユニット１０１と表示ユニット１０４が分離されているため、ＣＰ
Ｕ３０１が、通信Ｉ／Ｆ３０８を介して撮像ユニット１０１と表示ユニット１０４とが通
信の確立をしているかどうかを判定する。通信が既に確立している場合には何もせずに処
理を終了する。通信が確立していない場合にはＳ６０４に移行する。
【００３３】
　Ｓ６０４では、通信Ｉ／Ｆ３０８を介してＣＰＵ３０１が、予め定められた無線パラメ
ータにより表示ユニット１０４の検索を行う。検索方法は、予め定められた無線パラメー
タの１つであるＳＳＩＤを使用して行う。また、アドホック通信である場合にはチャンネ
ルも予め決定されているためチャンネルを指定してＳＳＩＤを検索することにより早く検
索を行うことが可能である。
【００３４】
　Ｓ６０５では、ＣＰＵ３０１が、通信Ｉ／Ｆ３０８を介して表示ユニット１０４が検索
されたかどうかを判定する。その結果、検索された場合はＳ６０６に移行する。検索され
なかった場合にはＳ６０７に移行する。
　Ｓ６０６では、Ｓ６０５で表示ユニット１０４が検索されたため、ＣＰＵ３０１が、予
め定められた無線パラメータにより通信Ｉ／Ｆ３０８を介して表示ユニット１０４と接続
を行う。接続が完了した場合にはＳ６０８に移行する。接続が完了しなかった場合にはＳ
６０７に移行する。
【００３５】
　Ｓ６０７では、撮像ユニット１０１と表示ユニット１０４とが分離されていて所定時間
内に撮像ユニット１０１と表示ユニット１０４が接続されなかった場合に、撮像ユニット
１０１のファインダーにその結果を表示する。表示の仕方は接続マークでもよいし、その
他ユーザに分かる表示であれば何でもよい。その後、本フローチャートの処理は終了する
。
　Ｓ６０８では、表示ユニット１０４接続が確立されたため、表示ユニット１０４の表示
部４０４にＭＥＮＵ表示可能な状態にする。その後、本フローチャートの処理は終了する
。
【００３６】
　一方、Ｓ６０９では、ＣＰＵ３０１が、撮像ユニット１０１の通信Ｉ／Ｆ３０８を使用
して通信を行うか、表示ユニット１０４の通信Ｉ／Ｆ(４０５)を使用して通信を行うかを
判定する。判定方法は、例えば撮像ユニット１０１の電源制御部３１１から電池残量を取
得した値と表示ユニット１０４の電源制御部４０７から電池残量を取得した値とを比較し
残量の大きい方を選択してもよい。また、どちらを使用するかをユーザが選択してもよい
。前述した決定によって通信Ｉ／Ｆを決定しＳ６１０に移行する。
【００３７】
　Ｓ６１０では、Ｓ６０９で決定された通信Ｉ／Ｆを用いて周辺機器を検索し、Ｓ６１１
に移行する。
　Ｓ６１１では、Ｓ６１０で検索された機器情報を表示ユニット１０４の表示部４０４に
表示する。その後、本フローチャートの処理は終了する。
　以降は、この画面を用いて外部機器２０１との通信を確立させることにより外部機器と
の通信が可能な状態となる。
【００３８】
　以上のように、表示ユニット１０４が接続されていない状態で、無線開始部材１０２が
操作された場合、周辺機器よりも表示ユニット１０４を優先して接続する。これにより、
よりユーザの意図した無線検索および接続が可能となり、利便性が高まる。
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【００３９】
［第３の実施形態］
　以下、図７（ａ）、図７（ｂ）を参照して、本発明の第３の実施形態による、撮像ユニ
ット１０１と表示ユニット１０４が分離している状態での電源ＯＦＦ（オフ)時の制御に
ついて説明する。
【００４０】
　図７（ａ）は、撮像ユニット１０１での電源ＯＦＦによるシャットダウン処理を示すフ
ローチャートである。
　本フローチャートは、例えば撮像ユニット１０１で操作部３１０の一部である電源スイ
ッチ１０３が操作されて電源をＯＦＦにする指示が受け付けられたことに応じて開始され
る。
【００４１】
　まずＳ７０２では、ＣＰＵ３０１が、撮像ユニット１０１と表示ユニット１０４が、表
示ユニットＩ／Ｆ３１２を介して接続されているかどうかを検知して判定する。判定結果
として、撮像ユニット１０１と表示ユニット１０４が分離されておらず、表示ユニットＩ
／Ｆ３１２を介して撮像ユニット１０１と表示ユニット１０４が接続されている場合はＳ
７０５に移行する。撮像ユニット１０１と表示ユニット１０４が分離されている場合には
Ｓ７０３に移行する。
【００４２】
　Ｓ７０３では、ＣＰＵ３０１が、通信Ｉ／Ｆ３０８を介して撮像ユニット１０１と表示
ユニット１０４とが通信の確立をしているかどうかを判定する。判定結果として、通信Ｉ
／Ｆ３０８を介して撮像ユニット１０１と表示ユニット１０４の通信の確立がされていな
い場合はＳ７０５に移行する。通信Ｉ／Ｆ３０８を介して撮像ユニット１０１と表示ユニ
ット１０４の通信の確立がされている場合にはＳ７０４に移行する。
【００４３】
　Ｓ７０４では、撮像ユニット１０１の通信Ｉ／Ｆ３０８を介して表示ユニット１０４に
対してシャットダウンの通知を行う。
　Ｓ７０５では、撮像ユニット１０１のシャットダウン処理を行い、撮像ユニット１０１
の各部への電力供給を停止する。
【００４４】
　図７（ｂ）は、図７（ａ）の処理に対応する、表示ユニット１０４でのシャットダウン
処理を示すフローチャートである。
　本フローチャートは、表示ユニット１０４のＣＰＵ４０１が通信Ｉ／Ｆ４０５を介して
、撮像ユニット１０１からのイベントを受信したことに応じて開始される。
【００４５】
　まずＳ７１２では、ＣＰＵ４０１が、受信内容の判定を行う。判定の結果、シャットダ
ウン通知であればＳ７１４に移行する。シャットダウン通知ではなく他の処理通知であれ
ば通知内容に応じた処理を行うためＳ７１３に移行する。
　Ｓ７１３では、ＣＰＵ４０１が、受信した内容に応じて処理を行う。
【００４６】
　Ｓ７１４では、ＣＰＵ４０１が、撮像ユニット１０１からシャットダウン通知を受信し
たことに応じて、無線通信の間欠動作を行う。具体的には、撮像ユニット１０１からの接
続要求に対して応答できる状態である待ち受け状態と、撮像ユニット１０１からの接続要
求に対して応答できない状態であるスリープ状態とを交互に繰り返すよう動作する。ここ
では、間欠的に、撮像ユニット１０１からの接続要求に対して応答できる状態である待ち
受け状態となる（無線信号を受信可能な状態となる）、という意味で、無線通信の間欠動
作と呼ぶ。この、待ちうけ状態となる時間、およびスリープ状態となる時間は、予め定め
られた固定値であってもよいし、ユーザが任意の時間を設定できるようにしてもよい。ま
た、間欠動作を継続する時間に制限を設けておくようにしてもよい。すなわち、シャット
ダウン通知を受信して、間欠動作に移行してから一定時間が経過しても、撮像ユニット１
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０１から接続要求がなかった場合には、無線通信の間欠動作を停止し、表示ユニット１０
４の電源をＯＦＦする動作を行ってもよい。
【００４７】
　以上の処理が行なわれることにより、撮像ユニット１０１の電源をＯＦＦした場合、撮
像ユニット１０１から表示ユニット１０４にシャットダウン通知を行い、表示ユニット１
０４が無線通信の間欠動作を行う。これにより、ユーザが再度撮像ユニットの電源をＯＮ
した場合にも即座に接続することが可能になる。そのため、ユーザが意識せずに撮像ユニ
ット１０１と表示ユニット１０４の接続が可能になり利便性が高まる。
【００４８】
［第４の実施形態］
　以下、図８を参照して、本発明の第４の実施形態による外部機器２０１と通信中の場合
についての動作を説明する。
　図８は、外部機器２０１と通信中に、撮像ユニット１０１から表示ユニット１０４が分
離された場合の動作を説明するフローチャートである。
　Ｓ８０１では、外部機器２０１と通信中に、ＣＰＵ３０１が、表示ユニットＩ／Ｆ３１
２を介して撮像ユニット１０１と表示ユニット１０４が接続されているかどうかを判定す
る。判定結果として、撮像ユニット１０１と表示ユニット１０４が分離されている場合は
Ｓ８０２に移行する。
【００４９】
　Ｓ８０２では、ＣＰＵ３０１が、外部機器２０１との接続を切断し、表示ユニット１０
４の検索動作を行う。
　Ｓ８０３では、ＣＰＵ３０１が、通信Ｉ／Ｆ３０８を介して撮像ユニット１０１と表示
ユニット１０４とが接続完了しているかどうかを判定する。判定結果として、接続が完了
していればＳ８０４に移行する。接続ができなければＳ８０５に移行する。
【００５０】
　Ｓ８０４では、撮像ユニット１０１と表示ユニット１０４が分離した状態で接続が完了
しているため、表示ユニット１０４の表示部４０４にＭＥＮＵ表示可能な状態にする。そ
の後、本フローチャートの処理は終了する。
【００５１】
　Ｓ８０５では、撮像ユニット１０１と表示ユニット１０４が分離した状態で接続が完了
していないため、ＣＰＵ３０１が所定回数接続動作をしたかどうかを判定する。具体的に
は、ステップＳ８０１にて、撮像ユニット１０１と表示ユニット１０４とが分離されてい
ると判定されてから、ステップＳ８０２での検索動作を行った回数が所定回数に達したか
否かを判定する。所定回数接続動作を行っていない場合にはＳ８０２に移行し、Ｓ８０２
～Ｓ８０５の処理を繰り返す。所定回数接続動作を行った場合には、ＣＰＵ３０１は、表
示ユニット１０４との接続が不可能であると判定し、Ｓ８０６に移行する。
【００５２】
　Ｓ８０６では、ＣＰＵ３０１は、撮像ユニット１０１のファインダー等の表示手段に接
続失敗した旨を表示し、接続ができないことをユーザに通知する。また、表示手段でなく
ＬＥＤ等の発光手段を用いてユーザに示してもよい。その後、本フローチャートの処理は
終了する。
【００５３】
　以上の処理が行なわれることにより、外部機器２０１と接続状態にある時に表示ユニッ
ト１０４が撮像ユニット１０１から分離された場合、撮像ユニット１０１と表示ユニット
１０４の接続を優先することにより、ユーザが表示部を使用できない状態を極力避けるこ
とが可能になる。本実施形態には示していないが撮像ユニット１０１と外部機器２０１が
データの転送途中である場合にはその転送が完了してから前述のような動作を行ってもよ
い。
【００５４】
　以上説明した実施形態は、撮像ユニット１０１から表示ユニット１０４が分離された場
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合を示したが、撮像ユニット１０１と表示装置を有する外部装置とが一体となるものであ
れば同様である。例えば、表示装置を有する外部装置としては、スマートフォン等が考え
られる。
【００５５】
　また、上述の第４の実施形態では、外部機器２０１と通信中に表示ユニット１０４が分
離された場合、自動的に外部機器２０１との接続を切断する場合を例に挙げて説明した。
これについては、ユーザが、外部機器２０１との接続を優先したい場合も考えられる。そ
こで、外部機器２０１と通信中に表示ユニット１０４が分離されたとしても外部機器２０
１との接続を維持し、この状態で更に、ユーザが無線開始部材１０２を操作したことをト
リガとして、Ｓ８０２に遷移するようにしてもよい。すなわち、無線開始部材１０２の操
作で以て、ユーザが、外部機器２０１よりも表示ユニット１０４を優先したいという意図
を示すことができるようにしてもよい。また、このようにした場合に、無線開始部材１０
２を操作したことをトリガとして表示ユニット１０４を検索したものの、接続が確立でき
なかった場合は、外部機器２０１に接続し直すようにしてもよい。これにより、よりユー
ザビリティが高まる。
　以上、本発明の好ましい実施形態について説明したが、本発明はこれらの実施形態に限
定されず、その要旨の範囲内で種々の変形及び変更が可能である。
【００５６】
（その他の実施形態）
　また、本発明は、以下の処理を実行することによっても実現される。即ち、前述した実
施形態の機能を実現するソフトウェア（コンピュータプログラム）を、ネットワークまた
は各種のコンピュータ読み取り可能な記憶媒体を介してシステム或いは装置に供給する。
そして、そのシステム或いは装置のコンピュータ（またはＣＰＵやＭＰＵ等）がプログラ
ムを読み出して実行する処理である。
【符号の説明】
【００５７】
１０１　撮像ユニット
１０２　無線開始部材
１０３　電源スイッチ
１０４　表示ユニット
２０１　外部機器
３０１　ＣＰＵ
３０２　ＲＯＭ
３０３　ＲＡＭ
３０４　画像生成部
３０５　撮像部
３０６記憶媒体制御部
３０７　記憶媒体
３０８　通信Ｉ／Ｆ
３０９　バス
３１０　操作部
３１１　電源制御部
３１２　表示ユニットＩ／Ｆ
４０１　ＣＰＵ
４０２　ＲＯＭ
４０３　ＲＡＭ
４０４　表示部
４０５　通信Ｉ／Ｆ
４０６　電編制御部
４０７　撮像ユニットＩ／Ｆ
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