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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　撮影して得られた画像を自動的に外部機器に送信する自動送信手段と、
　撮影機能が有効な第１の機能状態と、撮影機能は無効であるが画像送信に係る通信機能
が有効な第２の機能状態とを切り換え制御する機能状態制御手段と、
　前記第１の機能状態で撮影が行われた場合に、その撮影画像を前記自動送信手段による
自動送信の対象である送信対象画像として記録する撮影制御手段と、
　前記送信対象画像が記録されている場合であっても、前記第１の機能状態では前記自動
送信手段による前記外部機器への送信を開始せず、前記第２の機能状態において前記自動
送信手段による外部機器への送信を開始するように制御する送信制御手段と、
　を備えたことを特徴とする撮像装置。
【請求項２】
　撮影機能を有効とすることが可能な電力状態である第１の電力状態と、撮影機能は無効
であるが画像送信に係る通信機能を有効とすることが可能な電力状態である第２の電力状
態とを切り換え制御する電力状態制御手段を更に備え、
　前記電力状態制御手段は、前記第１の電力状態において、ユーザ操作が無く所定時間が
経過した場合、または、ユーザが低消費電力状態への移行を指示した場合に、前記第２の
電力状態へと移行させ、
　前記機能状態制御手段は、前記第１の機能状態において、ユーザ操作が無く所定時間が
経過した場合、または、ユーザが前記低消費電力状態への移行を指示した場合に、前記第



(2) JP 6308199 B2 2018.4.11

10

20

30

40

50

２の機能状態へと移行させる、
　ことを特徴とする請求項１に記載の撮像装置。
【請求項３】
　前記送信制御手段は、ユーザ操作が無く所定時間が経過した場合、または、ユーザが前
記低消費電力状態への移行を指示した場合に、更に、自動送信が有効であり、かつ、未送
信の画像がある場合に、前記自動送信手段による外部機器への送信を開始するように制御
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】
　前記機能状態制御手段は、前記第２の機能状態かつ前記第２の電力状態において、ユー
ザ操作があった場合に、前記第１の電力状態へと移行させるとともに前記第１の機能状態
へと移行させる、
　ことを特徴とする請求項２または３に記載の撮像装置。
【請求項５】
　前記送信制御手段は、前記第２の機能状態において前記自動送信手段による外部機器へ
の送信対象画像の送信中に前記第１の機能状態に移行した場合は、未送信の送信対象画像
が残っていても、前記自動送信手段による外部機器への送信を停止する、
　ことを特徴とする請求項３に記載の撮像装置。
【請求項６】
　前記電力状態制御手段は、前記第１の電力状態と前記第２の電力状態に加えて更に、撮
影機能も画像送信に係る通信機能も無効な電力状態である第３の電力状態とを切り換え制
御し、ユーザ操作が無く所定時間が経過した場合、または、ユーザが前記低消費電力状態
への移行を指示した場合に、前記自動送信手段による前記外部機器への送信を開始する場
合には、前記第２の電力状態へ、前記自動送信手段による前記外部機器への送信を開始し
ない場合には、前記第３の電力状態へ移行させる、
　ことを特徴とする請求項２乃至５の何れか１項に記載の撮像装置。
【請求項７】
　前記第３の電力状態において画像送信以外の所定の通信が可能な第１通信方式により通
信を行う第１の通信手段と、
　前記第２の電力状態において画像送信が可能な第２通信方式により通信を行う第２の通
信手段と、を備え、
　前記第３の電力状態へと移行した場合は、前記第１の通信手段を介した前記外部機器か
らの通信により起動する、
　ことを特徴とする請求項６に記載の撮像装置。
【請求項８】
　前記第１の通信手段は、当該撮像装置と前記外部機器とが前記自動送信手段による画像
送信処理を実行可能な所定の動作状態にない場合であっても前記外部機器との通信接続が
維持され、
　前記第２の通信手段は、前記所定の動作状態にあることを条件として前記外部機器との
通信接続が維持され、
　前記送信制御手段は、前記外部機器との間で前記第２の通信手段を介して前記自動送信
手段による画像送信処理を実行させ、前記第３の電力状態であって前記所定の動作状態に
ないことに起因して前記自動送信手段による画像送信処理が実行できない場合には、前記
第１の通信手段により前記外部機器との間で所定の通信を行うことにより、当該撮像装置
と前記外部機器とを前記所定の動作状態に移行させた後に、前記自動送信手段による画像
送信処理を実行させる、
　ことを特徴とする請求項７に記載の撮像装置。
【請求項９】
　前記第１の通信手段による前記第１通信方式の通信は、前記第２の通信手段による前記
第２通信方式の通信よりも低速であるが省電力であり、
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　前記第１の通信手段は、前記第２の通信手段による前記外部機器との通信接続が確立し
ていないことに起因して前記自動送信手段による画像送信処理が実行できない状態であっ
ても、前記外部機器との通信接続を維持し、
　前記送信制御手段は、前記第１の通信手段により前記外部機器との間で所定の通信を行
うことにより、前記第２の通信手段よる前記外部機器との通信接続が確立していない状態
から確立された状態へと移行させる、
　ことを特徴とする請求項８に記載の撮像装置。
【請求項１０】
　撮影して得られた画像を自動的に外部機器に送信する自動送信手段を備える撮像装置で
実行される通信制御方法であって、
　撮影機能が有効な第１の機能状態と、撮影機能は無効であるが画像送信に係る通信機能
が有効な第２の機能状態とを切り換え制御する機能状態制御ステップと、
　前記第１の機能状態で撮影が行われた場合に、その撮影画像を前記自動送信手段による
自動送信の対象である送信対象画像として記録する撮影制御ステップと、
　前記送信対象画像が記録されている場合であっても、前記第１の機能状態では前記自動
送信手段による前記外部機器への送信を開始せず、前記第２の機能状態において前記自動
送信手段による外部機器への送信を開始するように制御する送信制御ステップと、
　を含むことを特徴とする通信制御方法。
【請求項１１】
　撮影して得られた画像を自動的に外部機器に送信する自動送信手段を備える撮像装置を
制御するコンピュータを、
　撮影機能が有効な第１の機能状態と、撮影機能は無効であるが画像送信に係る通信機能
が有効な第２の機能状態とを切り換え制御する機能状態制御手段、
　前記第１の機能状態で撮影が行われた場合に、その撮影画像を前記自動送信手段による
自動送信の対象である送信対象画像として記録する撮影制御手段、
　前記送信対象画像が記録されている場合であっても、前記第１の機能状態では前記自動
送信手段による前記外部機器への送信を開始せず、前記第２の機能状態において前記自動
送信手段による外部機器への送信を開始するように制御する送信制御手段、
　として機能させることを特徴とするプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、撮像装置、通信制御方法及びプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、撮影して得られた画像を自動的に外部機器に送信する自動送信機能を備えたカメ
ラが知られている（特許文献１を参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１４－２３００２４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、上述した特許文献１に記載の技術においては、画像を送信するための処
理が、並行して実行している他の動作に悪影響を与えることがあった。
【０００５】
　本発明は、このような状況に鑑みてなされたものであり、他の動作に悪影響を与えるこ
となく、確実に画像を送信することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
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【０００６】
　上記目的を達成するため、本発明の一態様の撮像装置は、
　撮影して得られた画像を自動的に外部機器に送信する自動送信手段と、
　撮影機能が有効な第１の機能状態と、撮影機能は無効であるが画像送信に係る通信機能
が有効な第２の機能状態とを切り換え制御する機能状態制御手段と、
　前記第１の機能状態で撮影が行われた場合に、その撮影画像を前記自動送信手段による
自動送信の対象である送信対象画像として記録する撮影制御手段と、
　前記送信対象画像が記録されている場合であっても、前記第１の機能状態では前記自動
送信手段による前記外部機器への送信を開始せず、前記第２の機能状態において前記自動
送信手段による外部機器への送信を開始するように制御する送信制御手段と、
　を備えたことを特徴とする。
【発明の効果】
【０００７】
　本発明によれば、他の動作に悪影響を与えることなく、確実に画像を送信することがで
きる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】本発明の一実施形態に係る通信システムのシステム構成を示すシステム構成図で
ある。
【図２】本発明の一実施形態に係る撮像装置のハードウェアの構成を示すブロック図であ
る。
【図３】図２の撮像装置の機能的構成のうち、画像送信装置を実行するための機能的構成
を示す機能ブロック図である。
【図４】図３の機能的構成を有する図２の撮像装置が実行する画像送信処理の流れを説明
するフローチャートである。
【図５】図３の機能的構成を有する図２の撮像装置１が実行する画像送信処理の他の流れ
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、本発明の実施形態について、図面を用いて説明する。
【００１０】
　図１は、本発明の一実施形態に係る通信システムのシステム構成を示すシステム構成図
である。
　通信システムＳは、図１に示すように、撮像装置１と携帯端末２とを備える。
　撮像装置１は、撮影機能及び通信機能を有し、撮影した画像を撮影後に携帯端末２に送
信することができる。
　携帯端末２は、通信機能を有し、撮像装置１から画像を取得し、取得した画像を記憶す
ると共に、他の携帯端末にクラウドサーバを介して、画像を共有することができる。
【００１１】
　本実施形態においては、撮像装置１及び携帯端末２は、省電力で常時接続可能な第１通
信方式（本実施形態においては、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ　Ｌｏｗ　Ｅｎｅｒｇｙ：ＢＬＥ）
（商標）と、大容量のデータのやり取りが可能な第２通信方式（本実施形態においては、
Ｗｉ－Ｆｉ）の２つの通信方式での通信を行うように構成される。
【００１２】
　具体的には、ユーザが、一方の機器として撮像装置１を操作することで撮像装置１側に
おける外部連携機能を発揮し、第１通信方式での通信を介して、携帯端末２に対して、画
像ファイルの送受信に適した第２通信方式による通信接続を確立する指示（接続指示）を
送信する。
　第１通信方式での通信を介して、接続指示を受信した携帯端末２では、カメラ連携アプ
リケーションの機能が発揮されて、第２通信方式による通信を確立するための処理が行わ
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れ、撮像装置１と携帯端末２との間で第２通信方式による通信接続が確立される。
　詳細には、撮像装置１からの第１通信方式での通信を介した接続指示によって、携帯端
末２側におけるカメラ連携アプリケーションの機能を発揮するためのプログラムが起動さ
れて、撮像装置１側における外部連携機能と携帯端末２側におけるカメラ連携アプリケー
ションの機能とにより、撮像装置１と携帯端末２との間で第２通信方式による通信の確立
が行われる。
　第１通信方式は、省電力であり、撮像装置１と携帯端末２のいずれか一方または両方の
主電源が切れている（または低消費電力状態にある）場合であっても常時接続されており
、主電源が切れている（または低消費電力状態にある）方の機器は、他方からの第１通信
方式を介した通信によって、少なくとも第２通信方式による通信やアプリケーションプロ
グラムの実行が可能な状態となるように、主電源を入れる（または低消費電力状態を解除
する）機能と、第１通信方式を介して指定されたアプリケーションプログラムを起動（実
行）させる機能を有する。
　そのために、例えば、撮像装置１で撮影した画像を送信する等のイベントが発生した場
合にデータ通信に用いる第２通信方式による通信の確立を、携帯端末２を操作することな
く行うことができる。
　これにより、撮像装置１と携帯端末２との間でデータ通信を行うことができ、撮像装置
１から携帯端末２へ画像データを自動的に送信することができるようになる。
　なお、受信した画像データは、カメラ連携アプリケーションの機能の発揮によって、一
時的に携帯端末２のストレージに保存される。
【００１３】
　また、本実施形態においては、撮像装置１側における外部連携機能と携帯端末２側にお
けるカメラ連携アプリケーションの機能とにより自動的に送受信される画像データの活用
として、撮像装置１が撮影した画像データを、インターネット上の画像共有サービスを利
用して、自動的に他のユーザが所有する携帯端末などから閲覧可能な状態にする。具体的
には、撮像装置１は、自動的に画像共有を行う連携動作モードが設定されている状態で撮
影が行われると、第１通信方式での通信を介して、携帯端末２に対して、撮像装置１から
他の携帯端末への画像の共有を行えるようにすることを指示する。共有の指示を受信した
携帯端末２では、カメラ連携アプリケーションの機能が発揮されて、撮像装置１が撮影し
た画像データを受信して携帯端末２のストレージに一時的に保存した後、カメラ連携アプ
リケーション機能による指示によって画像管理＆ネットアクセス用アプリケーションの機
能が発揮されて（当該機能のためのプログラムが起動されて）、携帯端末２のストレージ
に一時的に保存されている画像データを、自己（画像管理＆ネットアクセス用アプリケー
ション）の機能において管理するとともに、画像データを画像共有を目的として、予め連
携しているクラウドサーバに送信する。クラウドサーバでは、予め連携している他の携帯
端末に対して画像データを利用可能な状態にすることで、撮像装置１により撮影されて携
帯端末２で受信した画像の共有を行う。
【００１４】
　なお、本実施形態においては、撮像装置１と携帯端末２は、他の機器と連携して所定の
機能を実現する装置として構成される。撮像装置１と携帯端末２は、互いの装置の間で、
第２通信方式であるＷｉ－Ｆｉでデータのやりとり（データ転送）を行うことで、例えば
、撮像装置１の操作に応じて携帯端末２に画像を転送して携帯端末２に画像を取得させる
処理や携帯端末２の操作に応じて撮像装置１から画像を携帯端末２に転送させる処理等の
連携した処理（以下、「連携処理」という。）を実行する。
　また、撮像装置１と携帯端末２では、第２通信方式であるＷｉ－Ｆｉでの通信接続が確
立しておらず連携処理が実行できない状態から、連携処理が実行できる状態に移行するた
めに、接続が維持（常時接続）される第１通信方式であるＢＬＥを介して、操作を行う装
置から他方の装置の第２通信方式であるＷｉ－Ｆｉをオンして通信接続が確立するように
構成される。即ち、第１通信方式であるＢＬＥは、他の装置との通信接続が確立していな
いこと等に起因して所定の連携処理が実行できない状態／所定の連携処理を実行する準備
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ができない状態であっても、他の装置との通信接続が維持（常時接続）される。ここで、
「所定の連携処理を実行する準備ができない状態」とは、他の装置の電源がオフ状態、ま
たは所定の連携処理を実行するためのプログラムが起動していない状態、または第２通信
方式であるＷｉ－Ｆｉによる通信接続が確立していない状態をいう（ここでいう電源がオ
フ状態とは、第１通信方式による通信が可能であるが、第２通信方式による通信や所定の
連携処理を実行させることが不可能な低消費電力状態を含む）。したがって、撮像装置１
と携帯端末２では、他の装置の電源がオフ状態、または所定の連携処理を実行するための
プログラムが起動していない状態、または第２通信方式であるＷｉ－Ｆｉによる通信接続
が確立していない状態（機能していない状態）である所定の連携処理を実行する準備がで
きない状態でも、第１通信方式であるＢＬＥを介して、所定の連携処理を実行する準備が
できる状態へと移行させる。
【００１５】
　図２は、本発明の一実施形態に係る撮像装置１及び携帯端末２のハードウェアの構成を
示すブロック図である。
　撮像装置１は、例えばデジタルカメラとして構成される。
【００１６】
　撮像装置１は、ＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ）１１と、
ＲＯＭ（Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）１２と、ＲＡＭ（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅ
ｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）１３と、バス１４と、入出力インターフェース１５と、撮像部１６
と、入力部１７と、出力部１８と、記憶部１９と、第１通信部２０と、第２通信部２１と
、ドライブ２２と、電源部２３と、を備えている。
【００１７】
　ＣＰＵ１１は、ＲＯＭ１２に記録されているプログラム、又は、記憶部１９からＲＡＭ
１３にロードされたプログラムに従って各種の処理を実行する。
【００１８】
　ＲＡＭ１３には、ＣＰＵ１１が各種の処理を実行する上において必要なデータ等も適宜
記憶される。
【００１９】
　ＣＰＵ１１、ＲＯＭ１２及びＲＡＭ１３は、バス１４を介して相互に接続されている。
このバス１４にはまた、入出力インターフェース１５も接続されている。入出力インター
フェース１５には、撮像部１６、入力部１７、出力部１８、記憶部１９、第１通信部２０
、第２通信部２１、ドライブ２２及び電源部２３が接続されている。
【００２０】
　撮像部１６は、図示はしないが、光学レンズ部と、イメージセンサと、を備えている。
【００２１】
　光学レンズ部は、被写体を撮影するために、光を集光するレンズ、例えばフォーカスレ
ンズやズームレンズ等で構成される。
　フォーカスレンズは、イメージセンサの受光面に被写体像を結像させるレンズである。
ズームレンズは、焦点距離を一定の範囲で自在に変化させるレンズである。
　光学レンズ部にはまた、必要に応じて、焦点、露出、ホワイトバランス等の設定パラメ
ータを調整する周辺回路が設けられる。
【００２２】
　イメージセンサは、光電変換素子や、ＡＦＥ（Ａｎａｌｏｇ　Ｆｒｏｎｔ　Ｅｎｄ）等
から構成される。
　光電変換素子は、例えばＣＭＯＳ（Ｃｏｍｐｌｅｍｅｎｔａｒｙ　Ｍｅｔａｌ　Ｏｘｉ
ｄｅ　Ｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒ）型の光電変換素子等から構成される。光電変換素子
には、光学レンズ部から被写体像が入射される。そこで、光電変換素子は、被写体像を光
電変換（撮像）して画像信号を一定時間蓄積し、蓄積した画像信号をアナログ信号として
ＡＦＥに順次供給する。
　ＡＦＥは、このアナログの画像信号に対して、Ａ／Ｄ（Ａｎａｌｏｇ／Ｄｉｇｉｔａｌ
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）変換処理等の各種信号処理を実行する。各種信号処理によって、ディジタル信号が生成
され、撮像部１６の出力信号として出力される。
　このような撮像部１６の出力信号を、以下、「撮影画像のデータ」とも呼ぶ。撮影画像
のデータは、ＣＰＵ１１や図示しない画像処理部等に適宜供給される。
【００２３】
　入力部１７は、各種釦等で構成され、ユーザの指示操作に応じて各種情報を入力する。
　出力部１８は、ディスプレイやスピーカ等で構成され、画像や音声を出力する。
【００２４】
　記憶部１９は、ハードディスク或いはフラッシュメモリ等で構成され、各種画像のデー
タを記憶する。
【００２５】
　第１通信部２０は、低速であるが省電力であり常時接続に適した第１通信方式で外部装
置である端末装置（本実施形態においては、携帯端末２）との間で行う通信を制御する。
本実施形態においては、第１通信方式は、ＢＬＥの通信規格に基づいた通信方式を用いる
。
【００２６】
　第２通信部２１は、高速でありファイルの送受信に適した第２通信方式で外部装置であ
る端末装置（本実施形態においては、携帯端末２）との間で行う通信を制御する。本実施
形態においては、第２通信方式は、無線ＬＡＮのうちＷｉ－Ｆｉの通信規格に基づいた通
信方式を用いる。
【００２７】
　ドライブ２２には、磁気ディスク、光ディスク、光磁気ディスク、或いは半導体メモリ
等よりなる、リムーバブルメディア３１が適宜装着される。ドライブ２２によってリムー
バブルメディア３１から読み出されたプログラムは、必要に応じて記憶部１９にインスト
ールされる。また、リムーバブルメディア３１は、記憶部１９に記憶されている画像のデ
ータ等の各種データも、記憶部１９と同様に記憶することができる。
【００２８】
　電源部２３は、例えば、リチウムイオン二次電池により構成され、電源回路（図示せず
）を介して、撮像装置１に駆動用の電力を供給する電力供給源であり、撮像装置１の駆動
源としての電流を撮像装置１の各構成へ供給する。電源部２３は、ＣＰＵ１１により制御
され、例えば、電源オフ状態において、出力部１８等への電源の供給を停止して表示出力
をオフして、第１通信部２０や第２通信部２１等の通信における電源の供給を維持して、
電源オフ状態においても画像送信を可能に制御される。
【００２９】
　このように構成される撮像装置１においては、撮影が行われた場合には、携帯端末２に
対して、画像を送信するが、他の機能との動作の干渉を避けるために、送信のタイミング
を他の機能が有効であるタイミングでは行わないように構成される。
　撮像装置１では、各種の機能が有効となっていない、スリープ状態において通信機能だ
けを有効にして、画像の送信を行う機能を有する。これにより、撮像装置１において他の
動作と画像送信の動作とが同時期に行われることがなくなり、他の事象と干渉することな
く確実に画像送信を行うことができる。
　画像送信後には、撮像装置１では、通信機能も停止して、全ての機能が停止した状態と
なるスリープ状態に移行して、電力消費を抑えることになる（スリープ状態から復帰する
ために必要な一部の回路のみ電力を供給し、他の回路への電力供給を遮断した状態）。
　以下において、このようなスリープ（状態）を第１のスリープ（状態）といい、第１の
スリープ状態において、撮像装置１から携帯端末２に画像を送信すること（または撮像装
置１と携帯端末２との間でペアリング状態を維持しておくこと）を目的として通信機能だ
けを有効にし、他の機能を無効にした状態を第２のスリープ（状態）という。第１のスリ
ープ状態は、第２のスリープ状態に対して、さらに、通信機能を無効にした状態となる。
　このような、単に一部の機能を停止するだけでなく必要最小限の回路以外の電力供給を
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停止するスリープ（状態）を通常のスリープ（状態）と区別してディープスリープ（状態
）ということもある。また、スリープ以外の通常動作状態を、非スリープともいう。
【００３０】
　図３は、図２の撮像装置１の機能的構成のうち、画像送信処理を実行するための機能的
構成を示す機能ブロック図である。
　画像送信処理とは、撮影した画像をスリープ状態になったときに自動的に端末装置に送
信する一連の処理をいう。
【００３１】
　画像送信装置を実行する場合には、図３に示すように、ＣＰＵ１１において、設定処理
部５１と、操作検出部５２と、撮影制御部５３と、通信制御部５４と、状態判別部５５と
、機能管理部５６と、が機能する。
　また、記憶部１９の一領域には、画像記憶部７１が設定される。
　画像記憶部７１には、撮像部１６で撮影された画像のデータが記憶される。
【００３２】
　設定処理部５１は、各種モードや機能の設定を行う。具体的には、設定処理部５１は、
ユーザの送信操作なしに画像を端末装置（本実施形態においては、携帯端末２）に送信す
る自動送信モードを設定したり、所定時間経過する等で自動的にスリープ状態に移行させ
る自動スリープの有効／無効を設定したりする。
【００３３】
　操作検出部５２は、入力部１７に対する各種操作を検出する。
　具体的には、操作検出部５２は、入力部１７に対する撮影操作やスリープモードを解除
するような操作を検出する。
【００３４】
　撮影制御部５３は、撮影を行うように撮像部１６を制御する。撮像部１６で撮影された
画像は、画像記憶部７１に記憶される。
【００３５】
　通信制御部５４は、通信状態を管理したり、ＢＬＥによる通信を行うように第１通信部
２０を制御したり、Ｗｉ－Ｆｉで通信を行うように第２通信部を制御したりする。
【００３６】
　状態判別部５５は、ユーザ操作が所定時間以上継続しないと見込まれる状態か否かを判
断する。
　ユーザ操作が所定時間以上継続しないと見込まれる状態とは、例えば、ユーザ操作のな
い状態が所定時間以上続いた場合、ユーザ操作でスリープモード（低消費電力状態）に移
行させたような場合等である。
【００３７】
　機能管理部５６は、電源部２３等を制御して、電源管理を行ったり、各種機能を有効／
無効にしたりする。
　具体的には、機能管理部５６は、ユーザ操作が可能な通常モード（非スリープモード）
と、電力消費を抑えながらユーザ操作で素早く起動するスリープモードとを制御する。
　本実施形態においては、スリープ状態は、本実施形態においては、省電力状態で起動待
ちとなる第１スリープモードと、省電力状態で起動待ちとなるが画像の自動送信を可能に
した第２スリープモードとがある。
　第１スリープモードでは、完全に電源がオフされた状態ではなく、ユーザ操作等によっ
て素早く動作可能状態に復帰できるように、素早く起動するために必要な一部の電力以外
を停止する。
　第２スリープモードでは、第１スリープモードでのスリープ状態のうち、通信機能のみ
を解除して、画像の自動送信をユーザ操作がないスリープ状態で可能にしている。
　その結果、ユーザ操作が行われないスリープ下において他の処理とも干渉することなく
、画像を自動的に送信することができる。
【００３８】
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　また、機能管理部５６は、撮影機能や通信機能等の一部の機能を有効にしたり無効にし
たりして機能管理を行う。
【００３９】
　図４は、図３の機能的構成を有する図２の撮像装置１が実行する画像送信処理の流れを
説明するフローチャートである。なお、画像送信処理にあたり、ユーザ操作等により設定
処理部５１によって自動送信モードや自動スリープ設定の有無（有効／無効）が事前に設
定される。
【００４０】
　画像送信処理は、ユーザによる入力部１７への画像送信処理開始の操作により開始され
る。
【００４１】
　ステップＳ１１において、操作検出部５２は、入力部１７に対して、撮影操作が行われ
たか否かを判定する。
　撮影操作が行われていない場合には、ステップＳ１１においてＮＯと判定されて、処理
はステップＳ１５に進む。
　これに対して、撮影操作が行われた場合には、ステップＳ１１においてＹＥＳと判定さ
れて、処理はステップＳ１２に進む。
【００４２】
　ステップＳ１２において、撮影制御部５３は、撮影を行うように撮像部１６を制御する
。撮像部１６で撮影された画像は、画像記憶部７１に記憶される。
【００４３】
　ステップＳ１３において、設定処理部５１は、自動送信モードであるか否かを判定する
。
　自動送信モードでない場合には、ステップＳ１３においてＮＯと判定されて、処理はス
テップＳ１５に進む。
　これに対して、自動送信モードである場合には、ステップＳ１３においてＹＥＳと判定
されて、処理はステップＳ１４に進む。
【００４４】
　ステップＳ１４において、通信制御部５４は、撮影した画像を自動送信の対象画像とし
て設定する。
【００４５】
　ステップＳ１５において、状態判別部５５は、今から後に、ユーザ操作が無い状態が所
定時間以上継続することが見込まれる状態か否かを判断する。
【００４６】
　ステップＳ１６において、状態判別部５５は、見込まれる状態であるか否かを判定する
。
　見込まれる状態の場合には、ステップＳ１６においてＹＥＳと判定されて、処理はステ
ップＳ１７に進む。
　これに対して、見込まれる状態でない場合には、ステップＳ１６においてＮＯと判定さ
れて、処理はステップＳ２０に進む。
【００４７】
　ステップＳ１７において、設定処理部５１は、自動送信モードか否かを判定する。
　自動送信モードである場合には、ステップＳ１７においてＹＥＳと判定されて、処理は
ステップＳ１８に進む。
　これに対して、自動送信モードでない場合には、ステップＳ１７においてＮＯと判定さ
れて、処理はステップＳ２０に進む。
【００４８】
　ステップＳ１８において、通信制御部５４は、未送信画像があるか否かを判定する。
　未送信画像がある場合には、ステップＳ１８においてＹＥＳと判定されて、処理はステ
ップＳ１９に進む。
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　これに対して、未送信画像がない場合には、ステップＳ１８においてＮＯと判定されて
、処理はステップＳ２０に進む。
【００４９】
　ステップＳ１９において、通信制御部５４は、ＢＬＥは接続されているか否かを判定す
る。
　ＢＬＥが接続されている場合には、ステップＳ１９においてＹＥＳと判定されて、処理
はステップＳ２２に進む。
　これに対して、ＢＬＥが接続されていない場合には、ステップＳ１９においてＮＯと判
定されて、処理はステップＳ２０に進む。
【００５０】
　ステップＳ２０において、設定処理部５１は、自動スリープが有効か否かを判定する。
　自動スリープが有効である場合には、ステップＳ２０においてＹＥＳと判定されて、処
理はステップＳ２１に進む。
　これに対して、自動スリープが有効でない場合には、ステップＳ２０においてＮＯと判
定されて、処理はステップＳ１１に戻る。
【００５１】
　ステップＳ２１において、機能管理部５６は、素早く起動するために必要な一部の電力
以外を停止した第１スリープモードに移行する（ユーザ操作で起動するのではなく、携帯
端末２からの要求に応じて起動させたい場合には、ここで第１スリープモードではなく第
２スリープモードに移行させるようにしてもよい）。
【００５２】
　ステップＳ２２において、通信制御部５４は、Ｗｉ－Ｆｉアクセスポイント機能を起動
するように第２通信部を制御する。
【００５３】
　ステップＳ２３において、通信制御部５４は、ＢＬＥで接続している端末装置に対して
予め取り決めた自動送信を行う第１手順を開始させる指示をＢＬＥ通信により送信するよ
うに第１通信部２０を制御する。第１手順とは、携帯端末２側は、撮像装置１側がＷｉ－
Ｆｉ通信可能なことを前提として処理を進める手順である。
【００５４】
　ステップＳ２４において、設定処理部５１は、自動スリープが有効か否かを判定する。
　自動スリープが有効である場合には、ステップＳ２４においてＹＥＳと判定されて、処
理はステップＳ２６に進む。
　これに対して、自動スリープが有効でない場合には、ステップＳ２４においてＮＯと判
定されて、処理はステップＳ２７に進む。
【００５５】
　ステップＳ２５において、機能管理部５６は、スリープにせず撮影機能を無効にして通
信機能を有効にする。
【００５６】
　ステップＳ２６において、機能管理部５６は、Ｗｉ－Ｆｉ、ＢＬＥの通信機能を有効に
するために必要な電力以外を停止した第２スリープモードに移行する。
【００５７】
　ステップＳ２７において、通信制御部５４は、ＢＬＥで接続している端末装置からＷｉ
－Ｆｉ接続があったか否かを判定する。
　Ｗｉ－Ｆｉ接続があった場合には、ステップＳ２７においてＹＥＳと判定されて、処理
はステップＳ２８に進む。
　これに対して、Ｗｉ－Ｆｉ接続がない場合には、ステップＳ２７においてＮＯと判定さ
れて、処理はステップＳ２７において待機状態となる。
【００５８】
　ステップＳ２８において、通信制御部５４は、Ｗｉ－Ｆｉ通信により自動送信の対象画
像の送信を開始するように第２通信部２１を制御する。
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【００５９】
　ステップＳ２９において、操作検出部５２は、ユーザ操作があったか否かを判定する。
　ユーザ操作があった場合には、ステップＳ２９においてＹＥＳと判定されて、処理はス
テップＳ３０に進む。
　これに対して、ユーザ操作がない場合には、ステップＳ２９においてＮＯと判定されて
、処理はステップＳ２９において待機状態となる。
【００６０】
　ステップＳ３０において、機能管理部５６は、スリープモードを解除して通常モードに
移行する。
【００６１】
　ステップＳ３１において、通信制御部５４は、自動送信中であるか否かを判定する。
　自動送信中である場合には、ステップＳ３１においてＹＥＳと判定されて、処理はステ
ップＳ３２に進む。
　これに対して、自動送信中でない場合には、ステップＳ３１においてＮＯと判定されて
、処理はステップＳ１１に戻る。
【００６２】
　ステップＳ３２において、通信制御部５４は、自動送信を停止するように第２通信部２
１を制御する。
【００６３】
　即ち、撮像装置１では、本実施形態の画像送信処理においては以下のように動作する。
・カメラ（撮像装置１）とスマートフォン（携帯端末２）を手順に従ってＢｌｕｅｔｏｏ
ｔｈ　Ｓｍａｒｔ（ＢＬＥ）でペアリングする。
・カメラ（撮像装置１）のアクセスポイント情報をスマートフォン（携帯端末２）に記憶
させておき、スマートフォン（携帯端末２）からカメラ（撮像装置１）に対して自動でＷ
ｉ－Ｆｉ接続できるようにしておく。
・カメラ（撮像装置１）で撮影をする。
・カメラ（撮像装置１）がスリープ状態になる、もしくは、手動でスリープ状態にすると
カメラ（撮像装置１）がアクセスポイントを起動して、スマートフォン（携帯端末２）に
対してカメラ（撮像装置１）のアクセスポイントに接続するようにＢｌｕｅｔｏｏｔｈ　
Ｓｍａｒｔで指示を出す。
○カメラ（撮像装置１）が、スマートフォン（携帯端末２）からＷｉ－Ｆｉの接続が確認
されたら撮影画像をスマートフォン（携帯端末２）へ転送する。この時のサイズはカメラ
（撮像装置１）の「送信時リサイズ」設定に従う。
○スマートフォン（携帯端末２）のアプリはカメラ（撮像装置１）からの画像を受信する
と、スマートフォン（携帯端末２）の指定された場所に画像を保存する。
【００６４】
　したがって、撮像装置１では、他の動作に悪影響を与えることなく、確実に画像を送信
することができる。
【００６５】
　＜変形例＞
　上述した実施形態では、携帯端末２側は撮像装置１側がＷｉ－Ｆｉ通信可能なことを前
提とするように構成したが、本例では、携帯端末２側は撮像装置１側が起動しておらず、
Ｗｉ－Ｆｉ接続する前に撮像装置１を起動させることを前提とするように構成する。
【００６６】
　図５は、図３の機能的構成を有する図２の撮像装置１が実行する画像送信処理の他の流
れを説明するフローチャートである。なお、図４のステップＳ１８までのステップは同一
である。また、以下、図４の流れと異なる流れについて示し、ステップ番号の末尾に「－
２」を付す。
【００６７】
　ステップＳ１９－２において、通信制御部５４は、ＢＬＥが接続されている否かを判定
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する。
　ＢＬＥが接続されている場合には、ステップＳ１９－２においてＹＥＳと判定されて、
処理はステップＳ２０－２に進む。
　これに対して、ＢＬＥが接続されていない場合には、ステップＳ１９－２においてＮＯ
と判定されて、処理は図４のステップＳ２０に進むことになる。
【００６８】
　ステップＳ２０－２において、通信制御部５４は、ＢＬＥで接続している端末装置に対
して予め取り決めた自動送信を行う第２手順を開始させる指示をＢＬＥ通信により送信す
るように第１通信部２０を制御する。第２手順とは、携帯端末２側は、撮像装置１側が起
動しておらず、Ｗｉ－Ｆｉ接続する前に撮像装置１を起動させることが必要なことを前提
として処理を進める手順である。
【００６９】
　ステップＳ２１－２において、設定処理部５１は、自動スリープが有効か否かを判定す
る。
　自動スリープが有効である場合には、ステップＳ２１－２においてＹＥＳと判定されて
、処理はステップＳ２２－２に進む。
　これに対して、自動スリープが有効でない場合には、ステップＳ２１－２においてＮＯ
と判定されて、処理はステップＳ２６－２に進む。
【００７０】
　ステップＳ２２－２において、機能管理部５６は、ＢＬＥの通信機能を有効にするため
に必要な電力以外を停止した第３スリープモード（第２スリープモードに対して更にＷｉ
－Ｆｉの通信機能を停止した状態）に移行する。
【００７１】
　ステップＳ２３－２において、機能管理部５６は、ＢＬＥで接続している端末装置から
起動要求があったか否かを判定する。
　起動要求があった場合には、ステップＳ２３－２においてＹＥＳと判定されて、処理は
ステップＳ２４－２に進む。
　これに対して、起動要求がない場合には、ステップＳ２３－２においてＮＯと判定され
て、処理はステップＳ２３－２に進む。
【００７２】
　ステップＳ２４－２において、機能管理部５６は、Ｗｉ－Ｆｉ、ＢＬＥの通信機能を有
効にするために必要な電力以外を停止した第２スリープモードに移行する。
【００７３】
　ステップＳ２５－２において、通信制御部５４は、Ｗｉ－Ｆｉアクセスポイント機能を
起動するように第２通信部２１を制御する。
【００７４】
　ステップＳ２６－２において、通信制御部５４は、ＢＬＥで接続している端末装置から
Ｗｉ－Ｆｉ接続があったか否かを判定する。
　Ｗｉ－Ｆｉ接続があった場合には、ステップＳ２６－２においてＹＥＳと判定されて、
処理はステップＳ２７－２に進む。
　これに対して、Ｗｉ－Ｆｉ接続がない場合には、ステップＳ２６－２においてＮＯと判
定されて、待機状態となる。
【００７５】
　ステップＳ２７－２において、通信制御部５４は、Ｗｉ－Ｆｉ通信により自動送信の対
象画像の送信を開始するように第２通信部２１を制御する。その後、処理は図４のステッ
プＳ２９に進むことになる。
【００７６】
　即ち、画像送信処理では、以下のような形態が考えられることになる。
　（１）［カメラが主導、カメラがスリープ］
　・カメラとスマホとをＢＬＥでペアリングし、
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　・カメラのＷｉ－Ｆｉアクセスポイント情報をスマホに記憶させておき、
　・撮影を行い、
　・カメラがスリープ状態になるとともに、
　・カメラのＷｉ－Ｆｉアクセスポイント機能を起動し、
　・ＢＬＥを介してスマホにＷｉ－Ｆｉ接続する指示を送信し、
　・スマホからＷｉ－Ｆｉ接続された場合に、（スリープ状態を解除して）、
　・カメラの撮影画像をＷｉ－Ｆｉによりスマホへ送信する。
【００７７】
　（２）［カメラが主導、カメラがスリープしない、または並行動作］
　・カメラとスマホとをＢＬＥでペアリングし、
　・カメラのＷｉ－Ｆｉアクセスポイント情報をスマホに記憶させておき、
　・撮影を行い、（撮影を続けた状態で）
　・（カメラがスリープ状態になる条件を満たす場合に、）スリープ状態にはせずに、
　・カメラのＷｉ－Ｆｉアクセスポイント機能を起動し、
　・ＢＬＥを介してスマホにＷｉ－Ｆｉ接続する指示を送信し、
　・スマホからＷｉ－Ｆｉ接続された場合に、
　・カメラの撮影画像をＷｉ－Ｆｉによりスマホへ送信する。
【００７８】
　（３）［カメラが主導、スマホがスリープ］
　・カメラとスマホとをＢＬＥでペアリングし、
　・カメラのＷｉ－Ｆｉアクセスポイント情報をスマホに記憶させておき、
　・撮影を行うと、
　・カメラのＷｉ－Ｆｉアクセスポイント機能を起動し、
　・ＢＬＥを介してスマホにＷｉ－Ｆｉ接続する指示を送信し、
　・スマホからＷｉ－Ｆｉ接続された場合に、
　・カメラの撮影画像をＷｉ－Ｆｉによりスマホへ送信する。
【００７９】
　（４）［スマホが主導、カメラがスリープ］
　・カメラとスマホとをＢＬＥでペアリングし、
　・カメラのＷｉ－Ｆｉアクセスポイント情報をスマホに記憶させておき、
　・撮影を行い、
　・カメラがスリープ状態になり、
　・スマホからＢＬＥを介した起動要求があると、
　・スリープ状態を解除して、
　・カメラのＷｉ－Ｆｉアクセスポイント機能を起動し、
　・カメラの撮影画像をＷｉ－Ｆｉによりスマホへ送信する。
【００８０】
　撮像装置１では、例えば、ＣＰＵが２つあるような場合では、撮影と並行してのファイ
ル送信作業を実現できているが、あらゆる状態に対応するように設計することが非常に難
しく、予測不能な問題が発生しやすい。また、撮影等の作業との並行動作なので、あまり
効率的ではない。
【００８１】
　このように動作させることでカメラ（撮像装置１）では、撮影するだけで、ユーザが操
作しない間を有効活用して自動でスマートフォン（携帯端末２）へ画像が転送される。
　したがって、カメラ（撮像装置１）からスマートフォン（携帯端末２）へ自動で撮影画
像を転送でき、カメラ（携帯端末２）の空き時間を有効活用して効率的に画像転送が可能
となる。
【００８２】
　以上のように構成される撮像装置１は、第２通信部２１と、機能管理部５６と、撮影制
御部５３と、通信制御部５４と、を備える。
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　第２通信部２１は、撮影して得られた画像を自動的に外部機器に送信する。
　機能管理部５６は、撮影機能が有効な第１の機能状態と、撮影機能は無効であるが画像
送信に係る通信機能が有効な第２の機能状態とを切り換え制御する。
　撮影制御部５３は、第１の機能状態で撮影が行われた場合に、その撮影画像を第２通信
部２１による自動送信の対象である送信対象画像として記録する。
　通信制御部５４は、送信対象画像が記録されている場合であっても、第１の機能状態で
は第２通信部２１による外部機器への送信を開始せず、第２の機能状態において第２通信
部２１による外部機器への送信を開始するように制御する。
　これにより、撮像装置１においては、他の動作に悪影響を与えることなく、確実に画像
を送信することができる。
【００８３】
　また、撮像装置１は、機能管理部５６を更に備える。
　機能管理部５６は、撮影機能を有効とすることが可能な電力状態である第１の電力状態
（通常の状態：非スリープ状態）と、撮影機能は無効であるが画像送信に係る通信機能を
有効とすることが可能な電力状態である第２の電力状態（第２のスリープ）とを切り換え
制御する。
　また、機能管理部５６は、第１の電力状態（通常の状態：非スリープ状態）において、
ユーザ操作が無く所定時間が経過した場合、または、ユーザが低消費電力状態（第２のス
リープ）への移行を指示した場合に、第２の電力状態（第２のスリープ）へと移行させる
。
　機能管理部５６は、第１の機能状態において、ユーザ操作が無く所定時間が経過した場
合、または、ユーザが低消費電力状態（第２のスリープ）への移行を指示した場合に、第
２の機能状態へと移行させる。
　これにより、撮像装置１においては、他の動作に悪影響を与えることなく、確実に画像
を送信することができる。
【００８４】
　通信制御部５４は、ユーザ操作が無く所定時間が経過した場合、または、ユーザが低消
費電力状態（第２のスリープ）への移行を指示した場合に、更に、自動送信が有効であり
、かつ、未送信の画像がある場合に、第２通信部２１による外部機器への送信を開始する
ように制御する。
　これにより、撮像装置１においては、他の動作に悪影響を与えることなく、確実に画像
を送信することができる。
【００８５】
　機能管理部５６は、第２の機能状態かつ第２の電力状態（第２のスリープ）において、
ユーザ操作があった場合に、第１の電力状態（通常の状態：非スリープ状態）へと移行さ
せるとともに第１の機能状態へと移行させる。
　これにより、撮像装置１においては、第２の電力状態（第２のスリープ）からユーザ操
作によって復帰することができる。
【００８６】
　通信制御部５４は、第２の機能状態において第２通信部２１による外部機器への送信対
象画像の送信中に第１の機能状態に移行した場合は、未送信の送信対象画像が残っていて
も、第２通信部２１による外部機器への送信を停止する。
　これにより、撮像装置１においては、画像の送信中に第１の機能状態に移行した場合に
送信を停止するため、送信の動作と他の動作とが同時に行われることなく、他の動作に影
響を受けることなく確実に画像を送信することができる。
【００８７】
　機能管理部５６は、第１の電力状態（通常の状態：非スリープ状態）と第２の電力状態
（第２のスリープ）に加えて更に、撮影機能も画像送信に係る通信機能も無効な電力状態
である第３の電力状態（第１のスリープ）とを切り換え制御し、ユーザ操作が無く所定時
間が経過した場合、または、ユーザが第２の電力状態（第２のスリープ）への移行を指示
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した場合に、第２通信部２１による外部機器への送信を開始する場合には、第２の電力状
態（第２のスリープ）へ、第２通信部２１による外部機器への送信を開始しない場合には
、第３の電力状態（第１のスリープ）へ移行させる。
　これにより、撮像装置１においては、他の動作に悪影響を与えることなく、確実に画像
を送信することができる。
【００８８】
　また、撮像装置１は、第１通信部２０を更に備える。
　第１通信部２０は、第３の電力状態（第１のスリープ）において画像送信以外の所定の
通信が可能な第１通信方式により通信を行う。
　第２通信部２１は、第２の電力状態（第２のスリープ）において画像送信が可能な第２
通信方式により通信を行う。
　第３の電力状態（第１のスリープ）へと移行した場合は、第１通信部２０を介した外部
機器からの通信により起動する。
　これにより、撮像装置１においては、他の動作に悪影響を与えることなく、確実に画像
を送信することができる。
【００８９】
　第１通信部２０は、当該撮像装置１と外部機器とが第２通信部２１による画像送信処理
を実行可能な所定の動作状態にない場合であっても外部機器との通信接続が維持される。
　第２通信部２１は、所定の動作状態にあることを条件として外部機器との通信接続が維
持される。
　通信制御部５４は、外部機器との間で第２通信部２１を介して画像送信処理を実行させ
、第３の電力状態（第１のスリープ）であって所定の動作状態にないことに起因して第２
通信部２１による画像送信処理が実行できない場合には、第１通信部２０により外部機器
との間で所定の通信を行うことにより、当該撮像装置１と外部機器とを所定の動作状態に
移行させた後に、第２通信部２１による画像送信処理を実行させる。
　これにより、撮像装置１においては、他の動作に悪影響を与えることなく、確実に画像
を送信することができる。
【００９０】
　また、撮像装置１では、第１通信部２０による第１通信方式の通信は、第２通信部２１
による第２通信方式の通信よりも低速であるが省電力である。
　第１通信部２０は、第２通信部２１による外部機器との通信接続が確立していないこと
に起因して第２通信部２１による画像送信処理が実行できない状態であっても、外部機器
との通信接続を維持する。
　通信制御部５４は、第１通信部２０により外部機器との間で所定の通信を行うことによ
り、第２通信部２１よる外部機器との通信接続が確立していない状態から確立された状態
へと移行させる。
　これにより、撮像装置１においては、他の動作に悪影響を与えることなく、確実に画像
を送信することができる。
【００９１】
　なお、本発明は、上述の実施形態に限定されるものではなく、本発明の目的を達成でき
る範囲での変形、改良等は本発明に含まれるものである。
【００９２】
　上述の実施形態では、ユーザ操作のなく、他の機能の無効が保証されるスリープ状態で
画像を送信するように構成したが、他の機能と画像の送信機能との干渉が避けられればよ
く、例えば、他の機能が利用されないようなスリープに入る前であったりしてもよい。ま
た、ユーザに対して、遅延の印象等を与えないような、ユーザの非使用状態において他の
機能の発揮前後に画像の送信機能を有効にしてもよい。また、一連の連続する複数の動作
がある場合に、動作間に画像の送信機能を有効にするように構成してもよい。
【００９３】
　また、上述の実施形態では、本発明が適用される撮像装置１は、デジタルカメラを例と
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して説明したが、特にこれに限定されない。
　例えば、本発明は、画像送信処理機能を有する電子機器一般に適用することができる。
具体的には、例えば、本発明は、ノート型のパーソナルコンピュータ、プリンタ、テレビ
ジョン受像機、ビデオカメラ、携帯型ナビゲーション装置、携帯電話機、スマートフォン
、ポータブルゲーム機等に適用可能である。
【００９４】
　上述した一連の処理は、ハードウェアにより実行させることもできるし、ソフトウェア
により実行させることもできる。
　換言すると、図３の機能的構成は例示に過ぎず、特に限定されない。即ち、上述した一
連の処理を全体として実行できる機能が撮像装置１に備えられていれば足り、この機能を
実現するためにどのような機能ブロックを用いるのかは特に図３の例に限定されない。
　また、１つの機能ブロックは、ハードウェア単体で構成してもよいし、ソフトウェア単
体で構成してもよいし、それらの組み合わせで構成してもよい。
【００９５】
　一連の処理をソフトウェアにより実行させる場合には、そのソフトウェアを構成するプ
ログラムが、コンピュータ等にネットワークや記録媒体からインストールされる。
　コンピュータは、専用のハードウェアに組み込まれているコンピュータであってもよい
。また、コンピュータは、各種のプログラムをインストールすることで、各種の機能を実
行することが可能なコンピュータ、例えば汎用のパーソナルコンピュータであってもよい
。
【００９６】
　このようなプログラムを含む記録媒体は、ユーザにプログラムを提供するために装置本
体とは別に配布される図２のリムーバブルメディア３１により構成されるだけでなく、装
置本体に予め組み込まれた状態でユーザに提供される記録媒体等で構成される。リムーバ
ブルメディア３１は、例えば、磁気ディスク（フロッピディスクを含む）、光ディスク、
又は光磁気ディスク等により構成される。光ディスクは、例えば、ＣＤ－ＲＯＭ（Ｃｏｍ
ｐａｃｔ　Ｄｉｓｋ－Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ），ＤＶＤ（Ｄｉｇｉｔａｌ　
Ｖｅｒｓａｔｉｌｅ　Ｄｉｓｋ），Ｂｌｕ－ｒａｙ（登録商標）　Ｄｉｓｃ（ブルーレイ
ディスク）等により構成される。光磁気ディスクは、ＭＤ（Ｍｉｎｉ－Ｄｉｓｋ）等によ
り構成される。また、装置本体に予め組み込まれた状態でユーザに提供される記録媒体は
、例えば、プログラムが記録されている図２のＲＯＭ１２や、図２の記憶部１９に含まれ
るハードディスク等で構成される。
【００９７】
　なお、本明細書において、記録媒体に記録されるプログラムを記述するステップは、そ
の順序に沿って時系列的に行われる処理はもちろん、必ずしも時系列的に処理されなくと
も、並列的或いは個別に実行される処理をも含むものである。
　また、本明細書において、システムの用語は、複数の装置や複数の手段などより構成さ
れる全体的な装置を意味するものとする。
【００９８】
　以上、本発明のいくつかの実施形態について説明したが、これらの実施形態は、例示に
過ぎず、本発明の技術的範囲を限定するものではない。本発明はその他の様々な実施形態
を取ることが可能であり、さらに、本発明の要旨を逸脱しない範囲で、省略や置換等種々
の変更を行うことができる。これら実施形態やその変形は、本明細書等に記載された発明
の範囲や要旨に含まれるとともに、特許請求の範囲に記載された発明とその均等の範囲に
含まれる。
【００９９】
　以下に、本願の出願当初の特許請求の範囲に記載された発明を付記する。
［付記１］
　撮影して得られた画像を自動的に外部機器に送信する自動送信手段と、
　撮影機能が有効な第１の機能状態と、撮影機能は無効であるが画像送信に係る通信機能
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が有効な第２の機能状態とを切り換え制御する機能状態制御手段と、
　前記第１の機能状態で撮影が行われた場合に、その撮影画像を前記自動送信手段による
自動送信の対象である送信対象画像として記録する撮影制御手段と、
　前記送信対象画像が記録されている場合であっても、前記第１の機能状態では前記自動
送信手段による前記外部機器への送信を開始せず、前記第２の機能状態において前記自動
送信手段による外部機器への送信を開始するように制御する送信制御手段と、
　を備えたことを特徴とする撮像装置。
［付記２］
　撮影機能を有効とすることが可能な電力状態である第１の電力状態と、撮影機能は無効
であるが画像送信に係る通信機能を有効とすることが可能な電力状態である第２の電力状
態とを切り換え制御する電力状態制御手段を更に備え、
　前記電力状態制御手段は、前記第１の電力状態において、ユーザ操作が無く所定時間が
経過した場合、または、ユーザが低消費電力状態への移行を指示した場合に、前記第２の
電力状態へと移行させ、
　前記機能状態制御手段は、前記第１の機能状態において、ユーザ操作が無く所定時間が
経過した場合、または、ユーザが前記低消費電力状態への移行を指示した場合に、前記第
２の機能状態へと移行させる、
　ことを特徴とする付記１に記載の撮像装置。
［付記３］
　前記送信制御手段は、ユーザ操作が無く所定時間が経過した場合、または、ユーザが前
記低消費電力状態への移行を指示した場合に、更に、自動送信が有効であり、かつ、未送
信の画像がある場合に、前記自動送信手段による外部機器への送信を開始するように制御
する、
　ことを特徴とする付記２に記載の撮像装置。
［付記４］
　前記機能状態制御手段は、前記第２の機能状態かつ前記第２の電力状態において、ユー
ザ操作があった場合に、前記第１の電力状態へと移行させるとともに前記第１の機能状態
へと移行させる、
　ことを特徴とする付記２または３に記載の撮像装置。
［付記５］
　前記送信制御手段は、前記第２の機能状態において前記自動送信手段による外部機器へ
の送信対象画像の送信中に前記第１の機能状態に移行した場合は、未送信の送信対象画像
が残っていても、前記自動送信手段による外部機器への送信を停止する、
　ことを特徴とする付記３に記載の撮像装置。
［付記６］
　前記電力状態制御手段は、前記第１の電力状態と前記第２の電力状態に加えて更に、撮
影機能も画像送信に係る通信機能も無効な電力状態である第３の電力状態とを切り換え制
御し、ユーザ操作が無く所定時間が経過した場合、または、ユーザが前記低消費電力状態
への移行を指示した場合に、前記自動送信手段による前記外部機器への送信を開始する場
合には、前記第２の電力状態へ、前記自動送信手段による前記外部機器への送信を開始し
ない場合には、前記第３の電力状態へ移行させる、
　ことを特徴とする付記２乃至５の何れか１つに記載の撮像装置。
［付記７］
　前記第３の電力状態において画像送信以外の所定の通信が可能な第１通信方式により通
信を行う第１の通信手段と、
　前記第２の電力状態において画像送信が可能な第２通信方式により通信を行う第２の通
信手段と、を備え、
　前記第３の電力状態へと移行した場合は、前記第１の通信手段を介した前記外部機器か
らの通信により起動する、
　ことを特徴とする付記６に記載の撮像装置。
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［付記８］
　前記第１の通信手段は、当該撮像装置と前記外部機器とが前記自動送信手段による画像
送信処理を実行可能な所定の動作状態にない場合であっても前記外部機器との通信接続が
維持され、
　前記第２の通信手段は、前記所定の動作状態にあることを条件として前記外部機器との
通信接続が維持され、
　前記送信制御手段は、前記外部機器との間で前記第２の通信手段を介して前記自動送信
手段による画像送信処理を実行させ、前記第３の電力状態であって前記所定の動作状態に
ないことに起因して前記自動送信手段による画像送信処理が実行できない場合には、前記
第１の通信手段により前記外部機器との間で所定の通信を行うことにより、当該撮像装置
と前記外部機器とを前記所定の動作状態に移行させた後に、前記自動送信手段による画像
送信処理を実行させる、
　ことを特徴とする付記７に記載の撮像装置。
［付記９］
　前記第１の通信手段による前記第１通信方式の通信は、前記第２の通信手段による前記
第２通信方式の通信よりも低速であるが省電力であり、
　前記第１の通信手段は、前記第２の通信手段による前記外部機器との通信接続が確立し
ていないことに起因して前記自動送信手段による画像送信処理が実行できない状態であっ
ても、前記外部機器との通信接続を維持し、
　前記送信制御手段は、前記第１の通信手段により前記外部機器との間で所定の通信を行
うことにより、前記第２の通信手段よる前記外部機器との通信接続が確立していない状態
から確立された状態へと移行させる、
　ことを特徴とする付記８に記載の撮像装置。
［付記１０］
　撮影して得られた画像を自動的に外部機器に送信する自動送信手段を備える撮像装置で
実行される通信制御方法であって、
　撮影機能が有効な第１の機能状態と、撮影機能は無効であるが画像送信に係る通信機能
が有効な第２の機能状態とを切り換え制御する機能状態制御ステップと、
　前記第１の機能状態で撮影が行われた場合に、その撮影画像を前記自動送信手段による
自動送信の対象である送信対象画像として記録する撮影制御ステップと、
　前記送信対象画像が記録されている場合であっても、前記第１の機能状態では前記自動
送信手段による前記外部機器への送信を開始せず、前記第２の機能状態において前記自動
送信手段による外部機器への送信を開始するように制御する送信制御ステップと、
　を含むことを特徴とする通信制御方法。
［付記１１］
　撮影して得られた画像を自動的に外部機器に送信する自動送信手段を備える撮像装置を
制御するコンピュータを、
　撮影機能が有効な第１の機能状態と、撮影機能は無効であるが画像送信に係る通信機能
が有効な第２の機能状態とを切り換え制御する機能状態制御手段、
　前記第１の機能状態で撮影が行われた場合に、その撮影画像を前記自動送信手段による
自動送信の対象である送信対象画像として記録する撮影制御手段、
　前記送信対象画像が記録されている場合であっても、前記第１の機能状態では前記自動
送信手段による前記外部機器への送信を開始せず、前記第２の機能状態において前記自動
送信手段による外部機器への送信を開始するように制御する送信制御手段、
　として機能させることを特徴とするプログラム。
【符号の説明】
【０１００】
　１・・・撮像装置，１１・・・ＣＰＵ，１２・・・ＲＯＭ，１３・・・ＲＡＭ，１４・
・・バス，１５・・・入出力インターフェース，１６・・・撮像部，１７・・・入力部，
１８・・・出力部，１９・・・記憶部，２０・・・第１通信部，２１・・・第２通信部，
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２２・・・ドライブ，２３・・・電源部，３１・・・リムーバブルメディア，５１・・・
機能設定部，５２・・・操作検出部，５３・・・撮影制御部，５４・・・通信制御部，５
５・・・状態判別部，５６・・・機能管理部，７１・・・画像記憶部

【図１】 【図２】
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