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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電子カメラを着脱可能に設け、装着された該電子カメラから画像データを読み出す機能
と、
　該読み出した画像データのプリント指示及び画像調整を行うための操作部とを有し、
　該操作部の操作入力に応じてプリンタ本体側に対して前記読み出した画像データのプリ
ント指示及び前記操作部の操作入力によって設定された所定の画像調整内容に基づく画像
処理の指示を行う
　ことを特徴とする接続基台。
【請求項２】
　電子カメラから読み出した圧縮された画像データを解凍する
　ことを特徴とする請求項１記載の接続基台。
【請求項３】
　電子カメラから読み出した画像データに対する画像処理を行う
　ことを特徴とする請求項１記載の接続基台。
【請求項４】
　電子カメラから読み出した画像データに対する画像処理をプリンタ本体側へ依頼する機
能を有する
　ことを特徴とする請求項１記載の接続基台。
【請求項５】
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　電子カメラを着脱可能に設け、装着された該電子カメラから画像データを読み出す機能
と、
　該読み出した画像データのプリント指示及び画像調整を行うための操作部とを有する接
続基台を備え、
　前記接続基台は、前記操作部の操作入力に応じてプリンタ本体側に対して前記読み出し
た画像データのプリント指示及び前記操作部の操作入力によって設定された所定の画像調
整内容に基づく画像処理の指示を行う
　ことを特徴とするプリンタ。
【請求項６】
　電子カメラから読み出した圧縮された画像データを解凍する
　ことを特徴とする請求項５記載のプリンタ。
【請求項７】
　電子カメラから読み出した画像データに対する画像処理を行う
　ことを特徴とする請求項５記載のプリンタ。
【請求項８】
　電子カメラから読み出した画像データに対する画像処理をプリンタ本体側へ依頼する機
能を有する
　ことを特徴とする請求項５記載のプリンタ。
【請求項９】
　画像を電子的に取得する電子カメラと、前記電子カメラを接続する接続基台とを備える
撮影装置において、
　前記接続基台は、
　前記電子カメラを着脱可能に設け、装着された該電子カメラから画像データを読み出す
機能と、
　該読み出した画像データのプリント指示及び画像調整を行うための操作部とを有し、
　該操作部の操作入力に応じてプリンタ本体側に対して前記読み出した画像データのプリ
ント指示及び前記操作部の操作入力によって設定された所定の画像調整内容に基づく画像
処理の指示を行う
　ことを特徴とする撮影装置。
【請求項１０】
　前記接続基台は、前記電子カメラから読み出した圧縮された画像データを解凍する
　ことを特徴とする請求項９記載の撮影装置。
【請求項１１】
　前記接続基台は、前記電子カメラから読み出した画像データに対する画像処理を行う
　ことを特徴とする請求項９記載の撮影装置。
【請求項１２】
　前記接続基台は、前記電子カメラから読み出した画像データに対する画像処理をプリン
タ本体側へ依頼する機能を有する
　ことを特徴とする請求項９記載の撮影装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は、デジタルカメラ等の電子カメラを用いて撮影した画像を用紙に出力する際に
用いる接続基台およびプリンタに関する。
【０００２】
【従来の技術】
近年、ＣＣＤ（固体撮像装置）の高解像度化や記憶容量の増大が目覚ましく、画像を電子
的に取り込む電子スチルカメラやデジタルビデオレコーダー等の電子機器の開発が盛んに
なってきている。
【０００３】
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このような中、電子スチルカメラにおいては、その精細度が銀塩フィルムを用いたカメラ
に匹敵するようになり、これに加えてデータ保持性や後処理の容易さから一般用からプロ
向けに至るまで多く利用されるようになっている。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、このような電子カメラを用いて画像を電子的に取り込んだ場合、その画像
を用紙に出力するには、プリンタが接続されたコンピュータを立ち上げ、そのコンピュー
タを介して画像データをプリンタに転送する必要がある。このように、用紙への出力を行
うためにコンピュータを立ち上げなければならず、即座に出力できないという問題がある
。
【０００５】
また、コンピュータを介さず直接用紙へ出力する観点から、電子カメラにプリンタの制御
機能を持たせたり、プリンタに電子カメラからの画像データを取り込む機能を持たせるこ
とが行われている。
【０００６】
しかし、電子カメラにプリンタを制御する機能を付けると電子カメラの小型化や操作の容
易性を妨げるとともに、コストアップを招いてしまう。また、プリンタに電子カメラから
の画像データ取り込み機能を持たせると、プリンタ自体のコストアップを招くことになる
。
【０００７】
さらに、電子カメラとプリンタとをケーブルによって接続することから、用紙への出力を
行うたびにケーブルの抜き差しを行わなければならず、面倒な作業が必要となってしまう
。
【０００８】
【課題を解決するための手段】
　本発明はこのような課題を解決するために成されたものである。すなわち、本発明は、
電子カメラを着脱可能に設け、装着された該電子カメラから画像データを読み出す機能と
、該読み出した画像データのプリント指示及び画像調整を行うための操作部とを有し、該
操作部の操作入力に応じてプリンタ本体側に対して前記読み出した画像データのプリント
指示及び前記操作部の操作入力によって設定された所定の画像調整内容に基づく画像処理
の指示を行う接続基台である。また、電子カメラを着脱可能に設け、装着された該電子カ
メラから画像データを読み出す機能と、該読み出した画像データのプリント指示及び画像
調整を行うための操作部とを有する接続基台を備え、前記接続基台は、前記操作部の操作
入力に応じてプリンタ本体側に対して前記読み出した画像データのプリント指示及び前記
操作部の操作入力によって設定された所定の画像調整内容に基づく画像処理の指示を行う
プリンタである。
【０００９】
このような本発明では、電子カメラが接続基台に着脱自在に接続され、この接続基台を介
して電子カメラから転送された画像データをプリント部で取得して画像を用紙に出力して
いる。これにより、撮影を行う場合には電子カメラを接続基台から外して画像を取得し、
その画像を用紙に出力する場合には電子カメラを接続基台に装着して電子カメラとプリン
ト部との電気的な接続を完了できるようになる。
【００１０】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の写真撮影装置における実施の形態を図に基づいて説明する。図１は、本実
施形態における写真撮影装置の概要を説明する斜視図である。すなわち、この写真撮影装
置１は、主としてデジタルスチルカメラから成る電子カメラ２と、電子カメラ２を着脱自
在に接続する接続基台３と、接続基台３を介して電子カメラ２から画像データを取得し、
その画像データに基づく画像を用紙に出力するプリント部４とから構成される。
【００１１】
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電子カメラ２は、握り部であるカメラグリップＧを備えたアダプタ５に接続され、このア
ダプタ５とともに接続基台３に装着される。接続基台３とプリント部４とはケーブルＣ１
によって電気的に接続され、電子カメラ２に取り込まれた画像データを接続基台３および
ケーブルＣ１を介してプリント部４へ転送できるようになっている。なお、図１では接続
基台３がプリント部４の上に載置されている状態が示されているが、接続基台３は使いや
すい位置に載置すればよい。
【００１２】
接続基台３にアダプタ５および電子カメラ２を装着すると、接続基台３に設けられた端子
（図示せず）とアダプタ５に設けられた接点（図示せず）とが接触し、特別な配線を施す
ことなく電気的接続が行われるようになっている。
【００１３】
また、接続基台３は、電子カメラ２からの画像データのロード機能、画像処理機能（圧縮
データの解凍、画サイズ変更、色調、白黒変化指示等）、プリント部４の制御機能（プリ
ント部４へのデータ転送、分割印字モード設定、プリント制御等）、電子カメラ２用のバ
ッテリーを充電する機能を有している。
【００１４】
図２は接続基台から電子カメラを外した状態を示す斜視図である。すなわち、写真撮影を
行う場合など、電子カメラ２をアダプタ５とともに接続基台３から取り外し、アダプタ５
のカメラグリップＧを握って被写体の画像を取得する。なお、図２では、ケーブルＣ３に
よって電子カメラ２と接続基台３とが接続されているが、写真撮影だけであればこのよう
な接続を行う必要はない。
【００１５】
このアダプタ５のカメラグリップＧには電子カメラ２のシャッタ動作を行うシャッタボタ
ン５１が設けられており、撮影時に電子カメラ２を確実にホールドしながら撮影を行うこ
とができるようになっている。また、アダプタ５にはストロボシュー５２が設けられてお
り、別体のストロボ（図示せず）を取り付けられるようになっている。さらに、アダプタ
５の下面には三脚取り付け用の雌ねじ（図示せず）が設けられている。
【００１６】
アダプタ５の例えばカメラグリップＧの中には電子カメラ２用のバッテリーが収納されて
おり、アダプタ５を接続基台３に装着した際、自動的にこのバッテリーの充電が行われる
ようになる。
【００１７】
電子カメラ２とアダプタ５とは例えばねじで固定されており、アダプタ５のシャッタボタ
ン５１やストロボシュー５２と電子カメラ２とはケーブルＣ２を介して同期がとられてい
る。
【００１８】
また、電子カメラ２と接続基台３とはケーブルＣ３によって接続できるようになっており
、例えば、アダプタ５に三脚を取り付けて電子カメラ２の位置を固定して撮影した場合、
そのままの位置で電子カメラ２からケーブルＣ３を介して接続基台３へ画像データを転送
できる。
【００１９】
なお、ケーブルＣ３によって電子カメラ２と接続基台３とをつながなくても、撮影を終え
た後、アダプタ５とともに電子カメラ２を接続基台３に装着することで電気的な接続も行
われ、接続基台３からの指示によって電子カメラ２に記憶された画像データを転送できる
ようになる。
【００２０】
図３は電子カメラの説明を行う斜視図で、（ａ）が正面側、（ｂ）が裏面側を示している
。すなわち、この電子カメラ２はＣＣＤ（図示せず）によって被写体の画像データを取り
込み、内部のメモリに記憶するもので、レンズＬを介して画像の取り込みを行えるように
なっている。このレンズＬはＣマウント対応の取り付け部Ｍに取り付けられ、必要に応じ
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て交換可能となっている。
【００２１】
電子カメラ２の図中上面側には複数の接続端子Ｔが設けられており、アダプタ５（図１参
照）や接続基台３（図２参照）とのケーブル接続を行えるようになっている。
【００２２】
電子カメラ２の裏面側には液晶タイプのディスプレイ２１が設けられており、撮影時の画
像や取り込み済みの画像を表示して撮影状態の確認を行えるようになっている。なお、デ
ィスプレイ２１に表示される画像は、接続端子Ｔと接続される外部のディスプレイ（図示
せず）に写し出すこともできる。
【００２３】
また、電子カメラ２は、取り込んだ画像データを転送するためのインタフェース（ＲＳ－
２３２Ｃ、ＳＣＩＳ、ＩＥＥＥ１３９４等）を備えている。
【００２４】
図４は接続基台を説明する斜視図である。接続基台３の上面には凹部３１が設けられてお
り、電子カメラ２（図１参照）を装着したアダプタ５（図１参照）を嵌合して装着できる
ようになっている。
【００２５】
アダプタ５（図１参照）が凹部３１に装着されている状態では、凹部３１に設けられた爪
（図示せず）によってアダプタ５を固定している。接続基台３にはこの爪によるアダプタ
５の固定を解除するボタン３２が設けられている。
【００２６】
また、接続基台３には、各種の設定入力や設定状態の表示を行う入出力部３３が設けられ
ている。図５はこの入出力部を説明する平面図である。
【００２７】
入出力部３３は、各種の設定入力を行うボタン（キー）と、設定状態の表示を行う表示パ
ネルとから構成される。入力用のボタンとしては、メニューの選択を行うメニューボタン
Ｂ１、設定選択および変更を行う矢印ボタンＢ２、決定を行う決定ボタンＢ３、白黒指定
を行うボタンＢ４、分割印字を指定するボタンＢ５およびプリントを実行するプリントボ
タンＢ６から構成される。また、表示パネルとしては、液晶パネルＰが設けられている。
【００２８】
プリント可能な状態では、液晶パネルＰは２段表示になっており、上段で白黒またはカラ
ーの印刷設定が表示され、下段に分割設定数が表示される。また、メニューボタンＢ１を
押下することで液晶パネルＰには設定メニューが文字表示される。この文字表示を矢印ボ
タンＢ２で操作して所望のメニューを選択し、決定する場合には決定ボタンＢ３を押下す
る。
【００２９】
また、入出力部３３にはランプから成るインジケータＩが設けられている。このインジケ
ータＩは電子カメラ２（図１参照）から画像データが転送されているか否かを示すもので
、例えば電子カメラ２から画像データの転送が行われている間インジケータＩが点灯し、
画像データの転送が行われていない間は消灯している。インジケータＩが消灯している時
（画像データの転送が行われていない時）は電子カメラ２を接続基台３から取り外すこと
ができる。
【００３０】
図６は接続基台の概略断面図である。すなわち、図６（ａ）に示すように、接続基台３の
内部には回路が構成された基板３ａがあり、端子３ｂの一端側が接続されている。また、
端子３ｂの他端側は凹部３１の内壁から突出する状態で配置されている。
【００３１】
図６（ｂ）に示すように、接続基台３の凹部３１にアダプタ５を嵌合すると、アダプタ５
の接点５ａと端子３ｂの他端とが接触する状態となる。これによって電子カメラ２（図１
参照）で取得した画像データをアダプタ５の接点５ａから端子３ｂを介して接続基台３の



(6) JP 4536172 B2 2010.9.1

10

20

30

40

50

基板３ａへ送ることができる。
【００３２】
図７は接続基台の内部構成図である。接続基台は、電子カメラとのインタフェースドライ
バ３０１（例えば、ＲＳ－２３２Ｃ）、プリント部とのインタフェースドライバ３０２（
例えば、ＩＥＥＥ１２８４）、入力用のボタンとインジケータ用のＬＥＤから成るボタン
・ＬＥＤ部３０３、ＬＣＤモジュール３０４、ＤＲＡＭ３０５、フラッシュＲＯＭ３０６
、ＣＰＵ３０７を備えている。各部はデータバスおよびアドレスバスを介してＣＰＵ３０
７と接続されている。
【００３３】
このような接続基台では、例えばＲＳ－２３２Ｃに対応したインタフェースドライバ３０
１を介して電子カメラに画像データ転送の指示を与える。また、電子カメラから転送され
てきた画像データを上記インタフェースドライバ３０１を介して取得し、一旦ＤＲＡＭ３
０５に蓄積する。
【００３４】
このＤＲＡＭ３０５に蓄積された画像データはプリント部からの要求に応じて読み出され
、例えばＩＥＥＥ１２８４に対応したインタフェースドライバ３０２を介してプリント部
へ転送される。
【００３５】
図８はプリント部の内部構成図である。すなわち、プリント部は、主としてインタフェー
スドライバ４０１、インタフェースコントローラ４０２、メモリコントローラ４０３、Ｄ
ＲＡＭ４０４、カラーパレット４０５、マスキングＲＯＭ４０６、プログラムＲＯＭ４０
７、ＥＥＰＲＯＭ４０８、システムＣＰＵ４０９を備えている。
【００３６】
接続基台側から出力された画像データは、所定のインタフェース（例えばＲＳ－２３２Ｃ
、ＳＣＳＩ、ＩＥＥＥ１２８４、ＩＥＥＥ１３９４）に対応したインタフェースドライバ
４０１およびインタフェースコントローラ４０２を介して読み込まれ、メモリコントロー
ラ４０３の制御でＤＲＡＭ４０４に蓄積される。
【００３７】
画像データの用紙への出力を行う場合には、メモリコントローラ４０３の制御によってＤ
ＲＡＭ４０４から読み出された画像データ（例えばＲ，Ｇ，Ｂデータ）はカラーパレット
４０５を介して印刷用のデータ（例えばＣ，Ｍ，Ｙデータ）に変換され、マスキングＲＯ
Ｍ４０６を介してプリントボード（PRT BOARD ）に出力される。
【００３８】
次に、本実施形態の写真撮影装置を用いた撮影手順について説明する。先ず、図１に示す
接続基台３からアダプタ５および電子カメラ２を外す。この取り外しは図４に示すボタン
３２を押下することでワンタッチで行うことができる。
【００３９】
次いで、アダプタ５のカメラグリップＧを持って、電子カメラ２により被写体の撮影を行
う。図９は証明用写真を撮影する例を示す模式図である。この場合、被写体となる人物か
ら距離ｄ（例えば、１．５ｍ程度）離れた位置に電子カメラ２を配置する。この際、アダ
プタ５に三脚を取り付けて電子カメラ２の位置を固定するようにしてもよい。
【００４０】
ここで、フォーカスおよび絞りが手動になっている場合、ストロボ発光モードでの撮影で
は、先ずフォーカスが合わせやすい明るさになるよう絞りを開けておき、フォーカスを合
わせた後、シャッターを切る直前にストロボの光量に合った絞りに手動で合わせ込む。
【００４１】
電子カメラ２の裏面には液晶ディスプレイ２１があるため、被写体の画像が写し出されて
おり、フォーカスはこの画像を参照して合わせるようにする。また、シャッターが切られ
る瞬間までＡＥ（自動露光調整機構）が働いており、フォーカス合わせの際に液晶ディス
プレイ２１の表示が暗くなることはない。
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【００４２】
なお、シャッターと連動して絞りが自動的に作動するシステムでは、手動による絞り操作
は不要である。
【００４３】
このような合わせを行った後は、アダプタ５のカメラグリップＧに設けられたシャッター
ボタン５１を押下する。また、赤外線リモートコントローラ（リモコン）を用いてシャッ
ター動作を行ったり、タイマーを用いて所定時間経過後にシャッター動作を行うようにし
てもよい。
【００４４】
これによって電子カメラ２に被写体の画像が取り込まれ、内部のメモリに記憶されること
になる。
【００４５】
メモリに記憶された画像は電子カメラ２のキー操作によって液晶ディスプレイ２１（図３
参照）に表示させ、確認することができる。なお、この操作は電子カメラ２を接続基台３
に装着して、接続基台３側のボタン操作で行うこともできる。
【００４６】
次に、撮影した画像のプリントを行う。プリントを行うには、先ず、メモリに記憶された
画像のうちプリントするものを選択する。この選択は、電子カメラ２のキー操作でも、電
子カメラ２を接続基台３に装着した後に接続基台３側のボタン操作で行ってもよい。なお
、電子カメラ２を接続基台３に装着するには、接続基台３の凹部３１（図４参照）に電子
カメラ２（アダプタ５が付いた状態）を載置して押し込めば、ワンタッチで取り付けられ
る。
【００４７】
プリントする画像を選択した後は、必要に応じてプリントしたいモード（分割数、カラー
または白黒）の選択、色調、シャープネス調等の設定を接続基台３のボタン操作で行い、
プリントボタンＢ６（図５参照）を押下する。
【００４８】
プリントボタンＢ６（図５参照）が押下されると、接続基台３から電子カメラ２へコマン
ドが送られ、プリントすべき画像データを電子カメラ２のメモリから読み出す。
【００４９】
電子カメラ２のメモリに記憶される画像データは圧縮（例えば、ＪＰＥＧ圧縮）されてお
り、接続基台３では読み出した画像データを解凍した後、内蔵のＤＲＡＭ３０５（図７参
照）に格納する。
【００５０】
その後、接続基台３は、先に設定された調整内容（色調、シャープネス等）、分割数、カ
ラーまたは白黒の選択に従い画像処理を行い、処理後の画像データをプリント部４（図１
参照）へ転送する。なお、一部の画像処理は接続基台３からプリント部４へその指示を与
え、プリント部４側で処理してもよい。
【００５１】
　画像データを接続基台３へ転送した後は、プリントが終わる前であっても電子カメラ２
を接続基台３から取り外して他の撮影を行うことができる。電子カメラ２を取り外せるタ
イミングは、接続基台３に設けられたインジケータＩ（図５参照）の表示によって使用者
に知らされる。
【００５２】
画像データが転送されたプリント部４（図１参照）では、その画像データに基づいて用紙
への印刷処理を実行することになる。
【００５３】
ここで、図１０～図１３の概略断面図に沿って、プリント部の印刷動作を説明する。図１
０に示すように、プリント部４は、主として用紙トレイ４１１、プラテン４１２、リボン
カートリッジ４１３、ヘッド４１４、ヘッドモータ４１４ａを備えており、プリント準備
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の段階では、ヘッド４１４がリボンカートリッジ４１３のリボン４１３ａから離れた位置
に待機している。
【００５４】
接続基台３（図１参照）からプリント指示があり、画像データが転送されると、図１１に
示すように、用紙トレイ４１１から用紙４１１ａが供給され、各種ローラおよび用紙ガイ
ド４１５によってプラテン４１２へ送られる。この際、用紙４１１ａの先端がプラテン４
１２のチャック４１２ａに当接し、保持されることになる。これにより、プラテン４１２
の回転に伴い、用紙４１２ａがずれることなく正確な位置でプラテン４１２に巻き付いて
いくことになる。
【００５５】
次に、図１２に示すように、ヘッド４１４がヘッドモータ４１４ａによって駆動し、リボ
ン４１３ａと接触する状態となる。そして、プラテン４１２に巻き付いて回転してきた用
紙４１１ａがヘッド４１４の位置まで達すると、画像データに基づきヘッド４１４が駆動
し、リボン４１３ａのインクを用紙４１１ａに順次転写していく。
【００５６】
プラテン４１２が回転し、画像データに基づく画像が全て用紙４１１ａに形成された後は
、図１３に示すように、ヘッド４１４がリボン４１３ａから離れ、プラテン４１２が先と
反対方向に回転する。
【００５７】
そして、画像が形成された用紙４１１ａは、ホールドローラー４１２ｂで押さえられなが
ら排紙ガイド４１６に沿って送られ、排紙トレイ４１７へ送り込まれる。このような動作
によって、画像の用紙へのプリントが完了する。
【００５８】
以上のように、電子カメラ２で画像を取得した後、接続基台３の操作で用紙へのプリント
を簡単に行うことができるようになる。
【００５９】
なお、上記説明した実施形態では、主としてデジタルスチルカメラから成る電子カメラ２
を用いる例を説明したが、本発明はこれに限定されず、デジタルビデオレコーダーから成
る電子カメラ２であっても適用可能である。この場合、接続基台３からの操作で録画した
画像を再生し、プリントしたい所で一時停止を行う。そして、この一時停止した画像デー
タをプリント部４へ転送するようにすればよい。
【００６０】
また、本実施形態では、電子カメラ２と接続基台３とを端子３ｂ（図６参照）と接点５ａ
（図６参照）との接触、またはケーブルＣ３（図２参照）による配線で電気的に接続する
ようにしたが、赤外線等を用いてワイヤレスでデータを伝送するようにしてもよい。
【００６１】
また、同様に、接続基台３とプリント部４とをケーブルＣ１（図１参照）によって配線す
る例を示したが、これも赤外線等を用いてワイヤレスでデータを伝送するようにしてもよ
い。
【００６２】
【発明の効果】
以上説明したように、本発明の写真撮影装置によれば次のような効果がある。すなわち、
電子カメラで撮影した画像を、コンピュータを用いることなく用紙に出力でき、撮影した
後に即座に出力することが可能となる。また、接続基台によって画像データの転送や画像
処理を行うことにより、電子カメラおよびプリント部にはこれらの機能を設ける必要がな
く、電子カメラおよびプリント部の簡素化およびコストダウンを図ることが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本実施形態における写真撮影装置の概要を説明する斜視図である。
【図２】接続基台から電子カメラを外した状態を示す斜視図である。
【図３】電子カメラの説明を行う斜視図である。
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【図４】接続基台を説明する斜視図である。
【図５】入出力部を説明する平面図である。
【図６】接続基台の概略断面図である。
【図７】接続基台の内部構成図である。
【図８】プリント部の内部構成図である。
【図９】証明用写真を撮影する例を示す模式図である。
【図１０】プリント部の印刷動作を説明する概略断面図（その１）である。
【図１１】プリント部の印刷動作を説明する概略断面図（その２）である。
【図１２】プリント部の印刷動作を説明する概略断面図（その３）である。
【図１３】プリント部の印刷動作を説明する概略断面図（その４）である。
【符号の説明】
１…写真撮影装置、２…電子カメラ、３…接続基台、４…プリント部、５…アダプタ、Ｇ
…カメラグリップ

【図１】 【図２】
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【図９】 【図１０】

【図１１】
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