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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　携帯端末用のクレイドルであって、
　携帯端末と接続可能な接続手段と、
　ユーザが印刷の実行を指示するための指示手段と、
　前記指示手段による指示に応じて、前記接続手段を介して接続された携帯端末に予め設
定されている印刷情報を出力するよう、前記携帯端末に要求する出力要求手段と、
　前記出力要求手段による要求に対する応答に基づいて、前記携帯端末に前記印刷情報が
設定されているか否かを判別する判別手段と、
　前記出力要求手段による要求に応答して前記携帯端末から送信された前記印刷情報に基
づいて、印刷処理を行う印刷手段と、
　前記判別手段による判別に応じて、ユーザに対して前記印刷情報がないことを通知する
よう、前記携帯端末に要求する通知要求手段と、
　を有することを特徴とするクレイドル。
【請求項２】
　前記携帯端末は、画像を電子的に撮像可能であり、
　前記印刷情報は、前記携帯端末により撮像された画像であることを特徴とする請求項１
記載のクレイドル。
【請求項３】
　前記印刷情報は、印刷を要求されたＵＲＬであることを特徴とする請求項１記載のクレ
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イドル。
【請求項４】
　前記指示手段により印刷の実行が指示されると、前記携帯端末に前記ＵＲＬのオブジェ
クトを要求し、該要求に応じて前記携帯端末から送信されたオブジェクトを印刷すること
を特徴とする請求項３記載のクレイドル。
【請求項５】
　前記印刷手段による印刷処理中にエラーが発生すると、該エラーの警告を行うように前
記携帯端末に要求することを特徴とする請求項１記載のクレイドル。
【請求項６】
　前記印刷手段により印刷処理が終了した印刷情報の削除が予め指定されているか否かを
判断する判断手段と、
　前記判断手段による判断に応じて、該当する印刷情報を印刷処理の終了後に削除する削
除手段と、
　を有することを特徴とする請求項１記載のクレイドル。
【請求項７】
　前記印刷手段により印刷処理が終了した印刷情報の保存が予め指定されているか否かを
判断する判断手段と、
　前記判断手段による判断に応じて、該当する印刷情報を印刷処理の終了後に所定の記憶
媒体に保存する保存手段と、
　を有することを特徴とする請求項１記載のクレイドル。
【請求項８】
　前記接続手段により前記携帯端末と接続されると、前記携帯端末を充電する充電手段を
有することを特徴とする請求項１記載のクレイドル。
【請求項９】
　携帯端末との接続部を有するクレイドルの制御方法であって、
　ユーザによる印刷の実行の指示入力を検出する検出工程と、
　前記検出工程における検出に応じて、前記接続部を介して接続された携帯端末に予め設
定されている印刷情報を出力するよう、前記携帯端末に要求する出力要求工程と、
　前記出力要求工程における要求に対する応答に基づいて、前記携帯端末に前記印刷情報
が設定されているか否かを判別する判別工程と、
　前記出力要求工程における要求に応答して前記携帯端末から送信された前記印刷情報に
基づいて、印刷処理を行う印刷工程と、
　前記判別工程における判別に応じて、ユーザに対して前記印刷情報がないことを通知す
るよう、前記携帯端末に要求する通知要求工程と、
　を有することを特徴とするクレイドルの制御方法。
【請求項１０】
　請求項９記載の制御方法の各工程をコンピュータに実行させるためのコンピュータプロ
グラムが記憶された記憶媒体。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は、携帯端末用クレイドル、及びその制御方法、並びに記憶媒体に関し、特に、
インターネットへ接続可能な携帯電話等の携帯端末やデジタルカメラ機能を有するＰＤＡ
等の携帯端末に接続可能であるインターフェース部と、接続された携帯端末の印刷情報を
印刷するプリンタ部と、印刷を指定する指定部と、接続された携帯端末に充電可能な電力
供給部とを有し、携帯端末接続時に、簡単な指定操作で、予め携帯端末で予約された印刷
情報を印刷する機能を有する携帯端末用クレイドル、及びその制御方法、並びに記憶媒体
に関する。
【０００２】
【従来の技術】
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従来より、携帯電話と接続し印刷を行うプリンタとして、携帯電話とシリアル転送の接続
ケーブルで接続され、携帯電話からの指示で印刷を行うものがある。
また、携帯電話とＰＣをシリアル転送の接続ケーブルで接続を行い、ＰＣに接続されたプ
リンタに携帯電話の情報を印刷することも可能である。
【０００３】
例えば、特開平９－２８４８４７号公報において、携帯無線通信装置でファクシミリ通信
にて画像情報を受信・格納し、この格納した画像情報をファクシミリ通信でファクシミリ
に転送して印刷するシステムが提案されている。また、ケーブルを介してリンギングを出
力して格納した画像情報を出力する。さらに、ケーブルによる接続時に携帯無線通信装置
の内部の電池に電力を供給する。
【０００４】
また、特開平１０－６５７７３号公報においては、ＰＨＳ電話機への接続端子または公衆
電話回線へ接続するためのモデムを介して、インターネット接続を行いその情報をテレビ
に表示しつつリモコン操作により入力を行うインターネット端末装置が提案されている。
また、ＰＨＳ電話機の電源電池への充電機能や、電話機またはＦＡＸ装置にこの端末機能
を内蔵する装置等の提案もなされている。
さらに、実施例においてはプリンタの接続例も示されている。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、携帯電話と接続したプリンタに印刷を行う処理や、携帯電話とＰＣとを接
続しＰＣに接続されたプリンタに印刷を行う処理においては、プリンタ接続時に印刷情報
を指定し印刷を行わねばならず、その操作は煩雑となる。
【０００６】
また、インターネットと接続し入手した情報を印刷したい場合やデジタルカメラ機能にて
撮影した画像を印刷したい場合は、印刷情報をインターネットを介して送信するか、また
は、印刷情報を何らかの形で記憶しておくか、または、もうひとつの携帯機器であるプリ
ンタを持ち運びわざわざ接続し印刷を行わなければならない。
【０００７】
さらに、特開平９－２８４８４７号公報は、ファクシミリ通信によるに画像情報の送受信
とファクシミリにおける印刷の提案で、今般普及している携帯電話によるインターネット
接続およびデジタルカメラによる撮影を用いた印刷情報の印刷は想定されていない。また
、特開平１０－６５７７３号公報は、ＰＨＳ電話機および公衆回線を使用するインターネ
ット端末の提案であり、印刷を行うプリンタが実施例で示されるのみである。
【０００８】
　本発明は、携帯端末に予め設定された印刷情報に基づく印刷を簡単な印刷開始指示操作
により実行できる携帯端末用クレイドル、及びその制御方法、並びに記憶媒体を提供する
ことを目的とする。
【０００９】
【課題を解決するための手段】
　上記目的を達成するために、本発明は、携帯端末用のクレイドルであって、携帯端末と
接続するために接続手段と、ユーザが印刷の実行を指示するための指示手段と、前記指示
手段による指示に応じて、前記接続手段を介して接続された携帯端末に予め設定されてい
る印刷情報を出力するよう、前記携帯端末に要求する出力要求手段と、前記出力要求手段
による要求に対する応答に基づいて、前記携帯端末に前記印刷情報が設定されているか否
かを判別する判別手段と、前記出力要求手段による要求に応答して前記携帯端末から送信
された前記印刷情報に基づいて、印刷処理を行う印刷手段と、前記判別手段による判別に
応じて、ユーザに対して前記印刷情報がないことを通知するよう、前記携帯端末に要求す
る通知要求手段と、を有することを特徴とする。
【００３４】
【発明の実施の形態】
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以下、本発明の実施の形態に係る携帯端末用クレイドル形式プリンタ装置について詳説す
る。
【００３５】
図１は、本発明の実施の形態に係る携帯端末用クレイドル形式プリンタ装置の外観図であ
る。
【００３６】
図１において、携帯端末用クレイドル形式プリンタ装置１は、印刷の実行を指示する指示
キー２と、印刷用紙の供給を行うために後述する図３の用紙カートリッジ１０６が挿入さ
れる挿入口３と、後述する図２の携帯電話２００が載置される携帯電話載置部５と、携帯
電話２００が携帯電話載置部５に載置されたときに携帯電話２００と接続するコネクタ４
とを備えるクレイドル形式のプリンタ装置である。
【００３７】
図２は、図１の携帯端末用クレイドル形式プリンタ装置１に接続される携帯端末の外観図
である。
【００３８】
図２において、携帯端末用クレイドル形式プリンタ装置１に接続される携帯端末は、携帯
電話２００から成り、他に、ＰＨＳ電話機、ＰＤＡ、及びデジタルカメラを用いることが
できる。この携帯電話２００は、図１の携帯電話載置部５と、コネクタ４と、接続して携
帯電話２００の内部電池を充電する電源コネクタ２０１と、同じく図１の携帯電話載置部
５に載置されたときにコネクタ４と接続して携帯端末用クレイドル形式プリンタ装置１と
データ通信を行うデータコネクタ２０２と、種々の画像を表示する表示装置２０３と、ユ
ーザが様々な操作を行うために使用する操作部２０４と、被写体を電子的に撮像するデジ
タルカメラ機能を有する撮像部２０５と、アンテナ２０７とを備える。また、携帯電話２
００は、その内部にインターネット接続によりデータ通信を行う通信手段２０６と、印刷
情報として予め予約される情報を記憶する記憶部２０８とを備える。
【００３９】
通信手段２０６がデータ通信を行うデータは、例えば、アンテナ２０７を介してインター
ネット接続することにより得られるＵＲＬのオブジェクトやｅメールなどを含む。
【００４０】
また、ユーザが操作部２０４を使用することにより行う操作には、例えば、撮像部２０５
による被写体の撮像や、通信手段２０６による所望のＵＲＬのオブジェクトの受信及び当
該オブジェクトの表示装置２０３による表示や、ｅメールの送受信や、携帯端末用クレイ
ドル形式プリンタ装置１で印刷エラーが発生した場合のエラー解除や、携帯端末用クレイ
ドル形式プリンタ装置１で印刷情報の印刷が正常に終了したときに、その印刷情報を削除
する指定などがある。
【００４１】
表示装置２０３は、携帯端末用クレイドル形式プリンタ装置１で印刷エラーが発生した場
合のエラー情報や、通信手段２０６により受信したＵＲＬのオブジェクトや、送受信した
ｅメールなどを表示する。
【００４２】
記憶部２０８により記憶される印刷情報は、例えば、通信手段２０６により受信したＵＲ
Ｌのうち、そのオブジェクトの印刷を希望するＵＲＬの情報（以下、「ＵＲＬ情報」とい
う。）や、撮像部２０５によって撮像された静止画のうち印刷したい画像情報（以下、「
静止画情報」という。）や、ｅメール情報やアドレス情報などのテキスト情報を含む。
【００４３】
図３は、図１の携帯端末用クレイドル形式プリンタ装置１の内部構成を示すブロック図で
ある。
【００４４】
図３において、携帯端末用クレイドル形式プリンタ装置１は、携帯電話２００との通信処
理及び印刷処理を行うマイクロコンピュータ（以下、「ＣＰＵ」という。）１００と、Ｃ
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ＰＵ１００によって実行される携帯電話２００との通信処理や印刷処理の各種プログラム
及びその他のデータを格納するＲＯＭ１０１と、ＲＯＭ１０１に格納された各種プログラ
ムを実行する際の作業領域及び携帯電話２００からＩ／Ｆ部１１０を介して送信される印
刷情報を一時格納する領域として使用されるＲＡＭ１０２と、指示キー２の押下によりユ
ーザが印刷の実行指示等を行う操作部１０３とを備える。尚、本実施の形態では指示キー
２は１つであるが、印刷処理の違い等により複数のスイッチから成ってもよい。
【００４５】
携帯端末用クレイドル形式プリンタ装置１は、さらに、アドレス信号を転送するアドレス
バス、制御信号を転送するコントロールバスおよび各種データを転送するデータバスであ
るＣＰＵバス１０４と、印刷情報を印刷するためのプリンタ１０５と、ＡＣコンセントか
らの電源を携帯端末用クレイドル形式プリンタ装置１に供給するＡＣ電源入力部１０８と
、図１におけるコネクタ４とを備える。コネクタ４は、携帯電話２００の内部電源の充電
を行う充電用接続部１０９と、携帯電話２００からの印刷情報の転送を行うＩ／Ｆ部１１
０を一体的に備える。
【００４６】
尚、本実施の形態においては、充電用接続部１０９とＩ／Ｆ部１１０が１体化したコネク
タ４が用いられているが、１体化せず、別々のコネクタとしてもよい。
【００４７】
ＣＰＵバス１０４は、ＣＰＵ１００、ＲＯＭ１０１、ＲＡＭ１０２、操作部１０３、プリ
ンタ１０５、ＡＣ電源入力部１０８、及びＩ／Ｆ部１１０と直接接続されており、各種信
号の送信を行う。
【００４８】
プリンタ１０５は、用紙カートリッジ１０６がプリンタ装置１の挿入口３に挿入されたと
きに、印刷を行う。このとき、この印刷に加えて、用紙カートリッジ１０６内部のＥＥＰ
ＲＯＭ１０７に記載されている情報の読み込みも行う。
【００４９】
コネクタ４の構成要素の１つである充電用接続コネクタ部１０９は、ＡＣ電源入力部１０
８と接続されており、携帯電話２００がコネクタ４に接続されたときに、携帯電話２００
の内部電源にＡＣ電源入力部１０８からの電源を供給する。
【００５０】
図４及び図５は、図１の携帯端末用クレイドル形式プリンタ装置１で実行される印刷処理
のフローチャートである。
【００５１】
図４において、まず、携帯端末２００が携帯電話載置部５に載置されることにより、コネ
クタ４に接続されると（ステップＳ１００）、ＡＣ電源入力部１０８から電源が充電用接
続コネクタ１０９を介して供給される（ステップＳ１０１）。
【００５２】
次に、印刷の実行を指示する指示キー２がユーザにより押下されると（ステップＳ１０２
でＹＥＳ）、携帯電話２００のＷａｋｅｕｐ処理を行う（ステップＳ１０３）。このＷａ
ｋｅｕｐ処理とは、携帯電話２００がスリープ状態であるときにはＷａｋｅｕｐ信号をＩ
／Ｆ部１１０から出力することにより携帯電話２００を動作可能状態とすることをいう。
【００５３】
その後、携帯電話２００に予め予約されている印刷情報の取り込み信号をＩ／Ｆ部１１０
を介して携帯電話２００に出力して、印刷情報の取り込みを開始し（ステップＳ１０４）
、携帯電話２００の記憶部２０８に予め予約されている印刷情報があるか否か判別する（
ステップＳ１０５）。
【００５４】
ステップＳ１０５の判別の結果、予め予約されている印刷情報がないときは、印刷情報な
しの情報出力依頼を要求する信号をＩ／Ｆ部１１０を介して携帯電話２００に出力し(ス
テップＳ１０６）、ステップＳ１０２に戻る。尚、ステップＳ１０６において、携帯電話
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２００がこの信号を受信したとき、表示装置２０３へ適当なメッセージを表示するように
してもよいし、携帯電話２００が有する不図示のブザー又はスピーカを使用するようにし
てもよい。これにより、ユーザに印刷情報がなかったため、印刷処理が行われなかったこ
とを報知することができる。
【００５５】
一方、ステップＳ１０５の判別の結果、予め予約されている印刷情報があるときは、携帯
電話２００からＩ／Ｆ部１１０を介して印刷情報を取り込んで、その印刷情報の種別を判
別する（ステップＳ１０７）。
【００５６】
ステップＳ１０７の判別の結果、取り込まれた印刷情報が、通信手段２０６により受信し
たＵＲＬ情報であるときは、以下に説明する図６のＵＲＬ印刷処理を行い（ステップＳ１
０８）、撮像部２０５によって撮像された静止画情報であるときは、後述する図７の静止
画印刷処理を行い（ステップＳ１０９）、ｅメール情報やアドレス情報などのテキスト情
報であるときは、後述する図８の文字情報印刷処理を行う（ステップＳ１１０）。
【００５７】
図６は、図４のステップＳ１０８におけるＵＲＬ印刷処理のフローチャートである。
【００５８】
まず、携帯電話２００がスリープ状態である場合を考慮し、前述した図４のステップＳ１
０３のＷａｋｅｕｐ処理を行った後（ステップＳ２１０）、インターネットサービスプロ
バイダへの接続要求する信号をＩ／Ｆ部１１０を介して携帯電話２００に送信する（ステ
ップＳ２２０）。この信号を受信した携帯電話２００は、所定のインターネットサービス
プロバイダとの接続を行う。
【００５９】
次に、携帯電話２００により接続されたインターネットサービスプロバイダを介して、前
述した図４のステップＳ１０４で取得したＵＲＬへの接続要求する信号をＩ／Ｆ部１１０
を介して携帯電話２００に送信する（ステップＳ２３０）。
この信号を受信した携帯電話２００は接続要求を受けたＵＲＬに接続する。
【００６０】
その後、ステップＳ２３０で接続されたＵＲＬの印刷情報を要求する信号をＩ／Ｆ部１１
０を介して携帯電話２００に送信する（ステップＳ２４０）。この信号を受信した携帯電
話２００はＩ／Ｆ部１１０を介してこのＵＲＬの印刷情報を送信する。
【００６１】
携帯電話２００から印刷情報が入力されると、その印刷情報に基づいて印刷処理を行い（
ステップＳ２５０）、本処理を終了する。このときに、携帯電話２００からＩ／Ｆ部１１
０を経て入力される印刷情報としては、携帯端末用クレイドル形式プリンタ装置１がＨＴ
ＭＬやＸＭＬやコンパクトＨＴＭＬといったインターネットホームページ記述言語が解釈
可能であるならば、該言語そのものでよい。また、該発明の携帯端末用クレイドル形式プ
リンタ装置１が特定の印刷言語のみ解釈可能であれば、携帯電話２００でＨＴＭＬやＸＭ
ＬやコンパクトＨＴＭＬといったインターネットホームページ記述言語を携帯端末用クレ
イドル形式プリンタ装置１が解釈可能な特定の印刷言語に翻訳して入力してもよい。
【００６２】
図７は、図４のステップＳ１０９における静止画印刷処理のフローチャートである。
【００６３】
まず、携帯電話２００がスリープ状態である場合を考慮し、前述した図４のステップＳ１
０３のＷａｋｅｕｐ処理を行った後（ステップＳ３１０）、図４のステップＳ１０４で取
得した静止画情報を要求する信号をＩ／Ｆ部１１０を介して携帯電話２００に出力する（
ステップＳ３２０）。この信号を受信した携帯電話２００は、この静止画情報をＩ／Ｆ部
１１０を介して携帯電話２００に送信する。
【００６４】
携帯電話２００からこの静止画情報が入力されると、その静止画情報に基づいて印刷処理
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を行い（ステップＳ３３０）、本処理を終了する。このときに、携帯電話２００からＩ／
Ｆ部１１０を経て入力される印刷情報としては、該発明の携帯端末用クレイドル形式プリ
ンタ装置１がＪＰＥＧやＰＮＧやＢＭＰといった静止画情報そのものでもよいし、また、
特定の印刷言語のみ解釈可能であれば、携帯電話２００でＪＰＥＧやＰＮＧやＢＭＰとい
った静止画情報を携帯端末用クレイドル形式プリンタ装置１が解釈可能な特定の印刷言語
に翻訳して入力してもよい。
【００６５】
図８は、図４のステップＳ１１０における文字情報印刷処理のフローチャートである。
【００６６】
まず、携帯電話２００がスリープ状態である場合を考慮し、前述した図４のステップＳ１
０３のＷａｋｅｕｐ処理を行った後（ステップＳ４１０）、図４のステップＳ１０４で取
得した文字情報を要求する信号をＩ／Ｆ部１１０を介して携帯電話２００へ出力する（ス
テップＳ４２０）。この信号を受信した携帯電話２００は、この文字情報をＩ／Ｆ部１１
０を介して携帯電話２００に送信する。
【００６７】
携帯電話２００からこの静止画情報が入力されると、その静止画情報に基づいて印刷処理
を行い（ステップＳ４３０）、本処理を終了する。このときに、携帯電話２００からＩ／
Ｆ部１１０を経て入力される文字情報としては、該発明の携帯端末用クレイドル形式プリ
ンタ装置１が展開可能なフォントデータを内部のＲＯＭ１０１に格納しているのであれば
、ＡＳＣＩＩコードやＪＩＳコードやＵＮＩＣＯＤＥといった文字情報そのものでよい。
また、該発明の携帯端末用クレイドル形式プリンタ装置１が特定の印刷言語のみ解釈可能
であれば、携帯電話２００でＡＳＣＩＩコードやＪＩＳコードやＵＮＩＣＯＤＥといった
文字情報を携帯端末用クレイドル形式プリンタ装置１が解釈可能な特定の印刷言語に翻訳
して入力してもよい。
【００６８】
図４に戻り、続くステップＳ１１１では、ステップＳ１０８，Ｓ１０９，Ｓ１１０におけ
る各印刷処理が正常に終了したか否かを判別し、その結果、正常に終了したときは、以下
に説明する図９の印刷情報削除処理を行った（ステップＳ１１５）後、ステップＳ１０２
に戻る。
【００６９】
図９は、図４のステップＳ１１５における印刷情報削除処理のフローチャートである。
【００７０】
まず、携帯電話２００がスリープ状態である場合を考慮し、前述の図４のステップＳ１０
３のＷａｋｅｕｐ処理を行う（ステップＳ５１０）。
【００７１】
その後、印刷情報削除指定が有ったか否かを判別する（ステップＳ５２０）。
この印刷情報削除指定があったとの判別は、ユーザが印刷終了後に印刷情報を削除する指
定を予めしていたときに、その旨を知らせる信号が携帯電話２００からＩ／Ｆ部１１０を
介して送信されたときに行う。
【００７２】
ステップＳ５２０の判別の結果、印刷情報削除指定があったときは、印刷情報削除を要求
する信号をＩ／Ｆ部１１０を介して携帯電話２００に送信し（ステップＳ５３０）、本処
理を終了する。また、携帯電話２００は、印刷情報削除を要求する信号を受信すると、予
め予約してあった印刷情報を削除する。これにより、すでに印刷が終了したにも関わらず
、再度この印刷情報に基づいて印刷が行われることを防ぐことができる。
【００７３】
一方、ステップＳ５２０の判別の結果、印刷情報削除指示がなかったときは、そのまま本
処理を終了する。
【００７４】
尚、ユーザが印刷終了後に印刷情報を保存する指定を予めすることができるようにしても
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よい。この場合、印刷が正常に終了すると携帯端末２００は印刷情報の削除する代わりに
所定の記憶媒体に保存する。これにより、すでに印刷が終了したときであっても、ユーザ
はその保存された印刷情報に基づいて適宜印刷を行うことができる。
【００７５】
図４に戻り、ステップＳ１１１の判別の結果、前述のいずれかの印刷処理で印刷エラーが
発生し、正常に終了しないときは、携帯電話２００がスリープ状態である場合を考慮し、
前述したステップＳ１０３のＷａｋｅｕｐ処理を行った（図５のステップＳ１１２）後、
印刷エラー情報の出力依頼を携帯電話２００へＩ／Ｆ部１１０より出力する（ステップＳ
１１３）。尚、ステップＳ１１３において、携帯電話２００がこの信号を受信したとき、
表示装置２０３へ適当なメッセージを表示するようにしてもよいし、携帯電話２００が有
する不図示のブザー又はスピーカを使用するようにしてもよい。これにより、ユーザに印
刷中エラーが発生したことを報知することができる。
【００７６】
次いで、印刷エラーの解除をユーザから指示されると（ステップＳ１１４でＹＥＳ）、印
刷エラーを解除して（ステップＳ１１６）、ステップＳ１０２の処理に戻る。この印刷エ
ラーの解除をユーザから指示されたとの判断は、ステップＳ１１３の印刷エラー情報出力
後に、ユーザが携帯電話２００の操作部２０４にある特定のキーを入力した旨を知らせる
信号が携帯電話２００からＩ／Ｆ部１１０を介して送信されたときに行う。これにより、
確実に印刷中の生じたエラーの解除を行うことができる。
【００７７】
本実施の形態によれば、ユーザは、携帯端末用クレイドル形式プリンタ装置１に携帯電話
２００を接続後（ステップＳ１００）、携帯端末用クレイドル形式プリンタ装置１の印刷
指示キーを押下するだけで（ステップＳ１０２でＹＥＳ）、携帯端末用クレイドル形式プ
リンタ装置１が携帯電話２００の記憶部２０８に予め予約された印刷情報があるときに（
ステップＳ１０５でＹＥＳ）、その予め予約された印刷情報の種類に応じて印刷を行うの
で（ステップＳ１０８，１０９，１１０）、携帯電話２００の記憶部２０８に予め予約さ
れたＵＲＬ情報や静止画情報やテキスト情報などの印刷情報を簡単な印刷開始指示操作に
より印刷を容易に実行できる。
【００７８】
また、携帯端末用クレイドル形式プリンタ装置１は、携帯電話２００で予約される印刷情
報が複数の種類または同種類の複数部あるときは、図４のステップＳ１０８，Ｓ１０９，
Ｓ１１０で示した各印刷処理をその指定された種類および部数に従ってループするように
してもよい。
【００７９】
さらに、携帯電話２００を充電することを考慮しなければ、携帯電話２００を携帯電話載
置部５に載置し、コネクタ４と接続することによりデータ通信を行う必要は必ずしもない
ため、２．４ＧＨｚのＲＦを使用するＩＥＥＥ８０２．１１ｂやＢｌｕｅｔｏｏｔｈやＨ
ｏｍｅＲＦといった無線手段を使用することによりデータ通信を行ってもよい。その場合
、該プリンタをバッテリで動作させることも可能である。
【００８０】
また、携帯端末用クレイドル形式プリンタ装置１にフラッシュメモリ等の印刷情報を格納
するのに十分な不揮発性メモリを付加すれば、大量の印刷情報を携帯電話２００よりその
付加された不揮発性メモリに転送し印刷を行う処理も可能となる。この場合、この不揮発
性メモリに転送された印刷情報はユーザの指定により保存したり、削除したりすることも
可能である。
【００８１】
また、本発明は、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モジュー
ルを記憶した記憶媒体を、携帯端末用クレイドル形式プリンタ装置１にプログラムを供給
することによって達成される場合にも適用できることはいうまでもない。この場合、記憶
媒体から読み出されたプログラムモジュール自体が本発明の新規な機能を実現することに
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なり、そのプログラムを記憶した記憶媒体は本発明を構成することになる。
【００８２】
上記各実施の形態におけるプログラムモジュールは、ＲＯＭ１０１に格納されているが、
プログラムモジュールを供給する記憶媒体としては、例えばフロッピー（登録商標）、デ
ィスクハードディスク、光ディスク、光磁気ディスク、ＣＤ－ＲＯＭ、ＣＤ－Ｒ、ＤＶＤ
、磁気テープ、不揮発性のメモリカードなどを用いることができる。
【００８３】
　以上詳細に説明したように、上記実施形態における携帯端末用クレイドル形式プリンタ
装置は、その接続部に携帯端末が接続され、且つその印刷指示キーが押下されたときに、
携帯端末に予め予約されていた印刷情報に基づいて所定の画像を印刷するので、携帯電話
に予め予約された印刷情報に基づいて所定の画像の印刷を簡単な印刷開始指示操作により
実行できる。
【００８４】
　また、携帯端末で電子的に撮像された静止画像のうち印刷が所望された静止画像を所定
の画像として印刷するために、この印刷が所望された静止画像の画像データを印刷情報と
して予約するので、デジタルカメラ等の機能を備えた携帯端末に予め予約された静止画像
の印刷を容易に実行できる。
【００８５】
　また、所定の画像は、携帯端末により表示されたオブジェクトのうち印刷が所望された
オブジェクトであって、印刷情報は、この印刷が所望されたオブジェクトのＵＲＬである
ので、インターネット接続機能を備えた携帯端末に予め予約されたＵＲＬに基づいて、そ
のＵＲＬのオブジェクトの印刷を容易に実行できる。
【００８６】
　また、印刷指示キーが押下されたときに印刷情報の種類がＵＲＬであると判別すると、
携帯端末に印刷情報として予約されたＵＲＬのオブジェクトを送信するよう指示するので
、インターネット接続機能を備えた携帯端末に予め予約されたＵＲＬに基づいて、そのＵ
ＲＬのオブジェクトの印刷を容易且つ確実に実行できる。
【００８７】
　また、携帯端末で予め予約された印刷情報に基づいて所定の画像を印刷している途中で
エラーが発生したときに、携帯端末の表示装置又は警報装置によるエラー情報の出力指示
をするので、ユーザに印刷中エラーが発生したことを報知することができる。
【００８８】
　また、印刷中に生じたエラーの解除指示が携帯端末の操作部で行われたときにエラーを
解除するので、確実に印刷中の生じたエラーの解除を行うことができる。
【００８９】
　また、携帯端末に予約されていた印刷情報に基づく所定の画像の印刷が正常に終了し、
且つユーザが携帯端末の操作部で所定の画像の印刷終了後にその印刷情報を削除する指定
を予め行っていたときは、携帯端末に印刷情報を削除するよう指示するので、すでに印刷
が終了したにも関わらず、再度この印刷情報に基づいて印刷が行われることを防ぐことが
できる。
【００９０】
　また、携帯端末に予約されていた印刷情報に基づく所定の画像の印刷が正常に終了し、
且つユーザが携帯端末の操作部で所定の画像の印刷終了後にその印刷情報を保存する指定
を予め行っていたときは、携帯端末に印刷情報を保存するよう指示するので、すでに印刷
が終了したときであっても、ユーザはその保存された印刷情報に基づいて適宜印刷を行う
ことができる。
【００９１】
　また、携帯端末が他の接続部に接続されているときに携帯端末を充電するので、容易に
携帯端末の充電を行うことができる。
【００９２】
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　また、データ通信用の接続部と、携帯端末充電用の接続部は一体化しているため、携帯
端末で予め予約された印刷情報に基づく所定の画像の印刷処理及び携帯端末の充電を容易
に行うことができる。
【００９３】
　また、携帯端末が接続部に接続され、且つ印刷指示キーが押下されたとき、印刷情報を
格納するので、大量の印刷情報を携帯端末より該メモリに転送し印刷を行う処理や、メモ
リに転送された印刷情報をユーザの指定により保存したり、削除したりすることができる
。
【発明の効果】
　以上説明したように、本発明によれば、クレイドルに接続された携帯端末に予め設定さ
れている印刷情報を簡易な操作により印刷することができると共に、携帯端末に印刷情報
が設定されていない場合は、印刷情報がないことをユーザに通知することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の実施の形態に係る携帯端末用クレイドル形式プリンタ装置の外観図であ
る。
【図２】図１の携帯端末用クレイドル形式プリンタ装置１に接続される携帯端末の外観図
である。
【図３】図１の携帯端末用クレイドル形式プリンタ装置１の内部構成を示すブロック図で
ある。
【図４】図１の携帯端末用クレイドル形式プリンタ装置１で実行される印刷処理のフロー
チャートである。
【図５】図１の携帯端末用クレイドル形式プリンタ装置１で実行される印刷処理のフロー
チャートである。
【図６】図４のステップＳ１０８におけるＵＲＬ印刷処理のフローチャートである。
【図７】図４のステップＳ１０９における静止画印刷処理のフローチャートである。
【図８】図４のステップＳ１１０における文字情報印刷処理のフローチャートである。
【図９】図４のステップＳ１１５における印刷情報削除処理のフローチャートである。
【符号の説明】
１　携帯端末用クレイドル形式プリンタ装置
２　印刷指示キー
４　接続部
２００　携帯端末
２０５　撮像部
２０６　通信手段
２０８　記憶部
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【図７】 【図８】
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