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(57)【要約】
【課題】様々なサイズの用紙に印刷できるプリンタ内蔵
型携帯電話を提供すること。
【解決手段】
　プリンタ内蔵型携帯電話１には、インク吐出ヘッド１
９のインク吐出面１９aを外部に露出可能とする露出位
置と、その吐出面１９aを外部から隠蔽する隠蔽位置と
の間で移動可能なカバー部材9を備え、カバー部材9
が隠蔽位置に位置付けられるときは、用紙収納機構１６
に収納された用紙Ｐに対する記録が許容され、カバー部
材９が露出位置に位置するときは、本体筐体２の外にあ
る被記録媒体に対する記録が許容される。
【選択図】図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　用紙を収納する用紙収納機構と、この用紙収納機構に収納された用紙に対して記録を行
うインク吐出ヘッドと、前記用紙収納機構に収納された用紙を搬送する用紙搬送機構と、
前記インク吐出ヘッドによって記録された用紙を排出するための排出口とを有するプリン
タ内蔵型携帯電話であって、
　前記インク吐出ヘッドのインク吐出面を外部に露出可能とする露出位置と、その吐出面
を外部から隠蔽する隠蔽位置との間で移動可能なカバー部材を備え、
　前記カバー部材が前記隠蔽位置に位置付けられるときは、前記用紙収納機構に収納され
た用紙に対する記録が許容され、前記カバー部材が前記露出位置に位置するときは、前記
筐体の外にある被記録体に対する記録が許容されることを特徴とするプリンタ内蔵型携帯
電話。
【請求項２】
　通話着信を受けたことに応じてその旨をユーザに通知する着信通知動作を行う着信通知
手段と、
　通話着信があっても前記着信通知手段による通知がなされないように、前記着信通知手
段による着信通知動作を無効化する通知無効化手段と、
　前記カバー部材が前記露出位置にあるか否かを検出する第１の位置検出手段と、
　前記インク吐出ヘッドによる記録動作が行われているか否かを検出する記録動作検出手
段と、を備え、
　前記通知無効化手段は、前記第１の位置検出手段により前記カバー部材が前記露出位置
にあることが検出され、且つ、前記記録動作検出手段により記録動作が行われていること
が検出されているときは、前記着信通知動作を無効化することを特徴とする請求項１に記
載のプリンタ内蔵型携帯電話。
【請求項３】
　前記カバー部材が前記隠蔽位置にあるか否かを検出する第２の位置検出手段をさらに備
え、
　前記通知無効化手段は、前記第２の位置検出手段により前記カバー部材が前記隠蔽位置
にあることが検出され、且つ、前記記録動作検出手段により記録動作が行われていること
が検出されているときは、前記着信通知動作を無効化せず許容することを特徴とする請求
項2に記載のプリンタ内蔵型携帯電話。
【請求項４】
　ユーザの入力操作に応じて、前記着信通知手段による前記着信通知動作を許容する通知
可能状態と前記着信通知動作を無効化する通知無効状態とを選択的に設定することのでき
る設定手段を備え、
　前記通知無効化手段は、前記設定手段により前記通知可能状態が設定されている場合で
あっても、前記着信通知動作を無効化しえるよう構成されていることを特徴とする請求項
２または３に記載のプリンタ内蔵型携帯電話。
【請求項５】
　前記インク吐出ヘッドと前記用紙搬送機構とが設けられた本体に対して前記カバー部材
が回動自在に設けられており、
　前記本体は、前記カバー部材が前記隠蔽位置に位置するときに隠蔽される隠蔽面を有す
るとともに、その隠蔽面には、前記インク吐出ヘッドと前記用紙搬送機構を構成する複数
の用紙当接ローラが設けられており、
　前記カバー部材の前記隠蔽面に対向する裏面には、前記用紙収納機構が、複数枚の用紙
を積層された状態で保持できるように設けられており、
　前記複数の用紙当接ローラは、前記隠蔽位置に位置付けられた前記カバー部材の裏面に
近接するように、前記隠蔽面から前記インク吐出面よりも突出する位置に設けられており
、
　前記カバー部材が前記隠蔽位置に位置付けられたとき、前記用紙収納機構に保持された
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積層状態の用紙に前記複数の用紙当接ローラの少なくとも一部が接触するように構成され
ていることを特徴とする請求項１～４のいずれかに記載のプリンタ内蔵型携帯電話。
【請求項６】
　前記本体には、前記カバー部材の回動支点を挟んで前記隠蔽面と反対側に、前記露出位
置に位置付けられた前記カバー部材を収納する凹部が形成されており、
　前記凹部は、前記収納された前記カバー部材、前記カバー部材に設けられた前記用紙収
納機構、及びその用紙収納機構に収納される用紙が、前記複数の用紙当接ローラに当接す
る用紙の面を含む仮想面よりも前記隠蔽面側に位置しえるだけの深さを有することを特徴
とする請求項５に記載のプリンタ内蔵型携帯電話。
【請求項７】
　前記用紙搬送機構は、モータと、モータの駆動力を前記複数の用紙当接ローラに伝達す
る伝達機構と、この伝達機構による駆動力の伝達を切断する切断機構をさらに含むもので
あり、
前記切断機構は、前記第1の位置検出手段により前記カバー部材が前記露出位置に位置付
けられたことが検出されているときに、前記伝達機構による駆動力の伝達を切断すること
を特徴とする請求項５又は６に記載のプリンタ内蔵型携帯電話。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、被記録媒体に印刷を施すことのできるプリンタを備えた携帯電話に関する。
【背景技術】
【０００２】
　被記録媒体に印刷を施すインクジェット方式などのプリンタは、主に備え付けの装置が
普及しているが、持ち運び容易なポータブルタイプのプリンタも各種提案されている。そ
の一例として、携帯電話にプリンタを内蔵したポータブルプリンタが知られている。
【０００３】
　特許文献１は、このプリンタ内蔵の携帯電話を示すものである。このプリンタ内蔵の携
帯電話は、受話口２、マイクロホン３、アンテナ４、一連の押しボタン５、並びに、好ま
しくは、情報を表示するためのカラーＬＣＤスクリーン６を備える。さらに、プリンタユ
ニット１２と印刷媒体ストックコンテナ９とを備えており、印刷媒体ストックコンテナ９
からの名刺サイズのカード９またはシート１０が、印刷媒体給紙手段１７によりプリンタ
ユニット１２によって送られて画像が印刷される。
【特許文献１】特表２００３-５１８８５７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　特許文献１に記載されたプリンタ内蔵の携帯電話は、内蔵したカード９またはシート１
０に対して印刷を施すものであるため、そのサイズは名刺サイズのような小判の被記録媒
体に限られる。そのため、装置本体に収納できない大判の被記録媒体に対しては、印刷を
施すことができず、被記録媒体のサイズに対する汎用性の面で劣っていた。
【０００５】
　本発明は、この問題を解決するためのものであり、内蔵可能な小判の被記録媒体への印
刷だけでなく、内蔵ができない大判の記録媒体に対しても印刷を可能とし、様々なサイズ
の被記録媒体に印刷できるプリンタ内蔵型携帯電話を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　請求項１に記載のプリンタ内蔵型携帯電話は、用紙を収納する用紙収納機構と、この用
紙収納機構に収納された用紙に対して記録を行うインク吐出ヘッドと、前記用紙収納機構
に収納された用紙を搬送する用紙搬送機構と、前記インク吐出ヘッドによって記録された
用紙を排出するための排出口とを有するプリンタ内蔵型携帯電話であって、前記インク吐
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出ヘッドのインク吐出面を外部に露出可能とする露出位置と、その吐出面を外部から隠蔽
する隠蔽位置との間で移動可能なカバー部材を備え、前記カバー部材が前記隠蔽位置に位
置付けられるときは、前記用紙収納機構に収納された用紙に対する記録が許容され、前記
カバー部材が前記露出位置に位置するときは、前記筐体の外にある被記録体に対する記録
が許容されることを特徴とするものである。
【０００７】
　これによれば、インク吐出ヘッドのインク吐出面を外部に露出可能とする露出位置と、
その吐出面を外部から隠蔽する隠蔽位置との間で移動可能なカバー部材を備え、カバー部
材が隠蔽位置に位置付けられるときは、用紙収納機構に収納された用紙に対する記録を行
わせ、カバー部材が露出位置に位置するときは、装置の外にある被記録体に対する記録を
行わせることができる。従って、用紙収納機構に収納可能なサイズの用紙に限らず、様々
なサイズの被記録媒体に対して記録を施すことが可能となる。
【０００８】
　請求項２に記載のプリンタ内蔵型携帯電話は、請求項１に記載された発明において、通
話着信を受けたことに応じてその旨をユーザに通知する着信通知動作を行う着信通知手段
と、通話着信があっても前記着信通知手段による通知がなされないように、前記着信通知
手段による着信通知動作を無効化する通知無効化手段と、前記カバー部材が前記露出位置
にあるか否かを検出する第１の位置検出手段と、前記インク吐出ヘッドによる記録動作が
行われているか否かを検出する記録動作検出手段と、を備え、前記通知無効化手段は、前
記第１の位置検出手段により前記カバー部材が前記露出位置にあることが検出され、且つ
、前記記録動作検出手段により記録動作が行われていることが検出されているときは、前
記着信通知動作を無効化することを特徴とするものである。
【０００９】
　これによれば、カバー部材が露出位置にありインク吐出ヘッドによる記録動作が行われ
ているとき、すなわち、筐体の外にある被記録体に対して記録を行っているときには、通
話着信を受けてもユーザに対する着信通知動作は行われない。筐体の外にある被記録体に
対する記録を行うときは、その被記録体と装置内の液滴吐出ヘッドとの相対位置を維持す
るため、ユーザが被記録体に対する装置の位置決めを行わなければならない。そのため、
着信通知動作に反応して、ユーザが携帯電話を被記録体から離すように移動させてしまう
と、記録が中断されるばかりかインク吐出ヘッドから吐出されるインクが不適切な位置に
着弾して記録すべき画像を乱す虞がある。しかしながら、本発明によれば、通話着信を受
けてもユーザに通知されないので、このような不具合を回避して筐体の外にある被記録体
に対する記録を確実に実行することができる。
【００１０】
　請求項３に記載のプリンタ内蔵型携帯電話は、請求項２に記載された発明において、前
記カバー部材が前記隠蔽位置にあるか否かを検出する第２の位置検出手段をさらに備え、
前記通知無効化手段は、前記第２の位置検出手段により前記カバー部材が前記隠蔽位置に
あることが検出され、且つ、前記記録動作検出手段により記録動作が行われていることが
検出されているときは、前記着信通知動作を無効化せず許容することを特徴とする
ものである。
【００１１】
　これによれば、カバー部材が隠蔽位置にありインク吐出ヘッドによる記録動作が行われ
ているとき、すなわち、筐体内の用紙収納機構に収納された用紙に対して記録を行ってい
るときには、通話着信を無効化せず、ユーザに対して通知する。用紙収納機構に収納され
た用紙に対して記録を行うときは、その用紙と液滴吐出ヘッドの相対位置関係は維持され
ているため、記録中に通話を行ってもその記録が中断されることはない。したがって、記
録動作と通話を両立することが可能となる。
【００１２】
　請求項４に記載のプリンタ内蔵型携帯電話は、請求項２または３に記載された発明にお
いて、ユーザの入力操作に応じて、前記着信通知手段による前記着信通知動作を許容する



(5) JP 2009-239815 A 2009.10.15

10

20

30

40

50

通知可能状態と前記着信通知動作を無効化する通知無効状態とを選択的に設定することの
できる設定手段を備え、前記通知無効化手段は、前記設定手段により前記通知可能状態が
設定されている場合であっても、前記着信通知動作を無効化しえるよう構成されているこ
とを特徴とする。
【００１３】
　これによれば、ユーザが、いわゆるサイレントモード（着信があっても着信音の再生や
着信の点灯を行わないモード）を選択して設定できる場合において、サイレントモードを
選択しなかったとしても、筐体の外にある外部の被記録体に対して記録を行っているとき
には、一切の着信通知動作は行われなくなる。よって、通話着信に邪魔されることなく、
外部の被記録体に対する記録を間違いなく実行することができる。
【００１４】
　請求項５に記載のプリンタ内蔵型携帯電話は、請求項１～４のいずれかに記載された発
明において、前記インク吐出ヘッドと前記用紙搬送機構とが設けられた本体に対して前記
カバー部材が回動自在に設けられており、前記本体は、前記カバー部材が前記隠蔽位置に
位置するときに隠蔽される隠蔽面を有するとともに、その隠蔽面には、前記インク吐出ヘ
ッドと前記用紙搬送機構を構成する複数の用紙当接ローラが設けられており、前記カバー
部材の前記隠蔽面に対向する裏面には、前記用紙収納機構が、複数枚の用紙を積層された
状態で保持できるように設けられており、前記複数の回転ローラは、前記隠蔽位置に位置
付けられた前記カバー部材の裏面に近接するように、前記隠蔽面から前記インク吐出面よ
りも突出する位置に設けられており、前記カバー部材が前記隠蔽位置に位置付けられたと
き、前記用紙収納機構に保持された積層状態の用紙に前記複数の用紙当接ローラの少なく
とも一部が接触するように構成されていることを特徴としている。
【００１５】
　これによれば、用紙収納機構が、インク吐出ヘッドと用紙搬送機構とが設けられた本体
ではなくカバー部材の裏面に設けられているので、カバー部材を回動させて露出位置に移
動させることで、用紙収納機構に邪魔されることなくインク吐出ヘッドのインク吐出面を
露出することができる。したがって、カバー部材を回動させるだけで、用紙収納機構に収
納された用紙に対する記録と筐体の外にある被記録体に対する記録の２通りの記録態様を
簡単に選択し実行することができる。
【００１６】
　請求項６に記載のプリンタ内蔵型携帯電話は、請求項５に記載された発明において、前
記本体には、前記カバー部材の回動支点を挟んで前記隠蔽面と反対側に、前記露出位置に
位置付けられた前記カバー部材を収納する凹部が形成されており、前記凹部は、前記収納
された前記カバー部材、前記カバー部材に設けられた前記用紙収納機構、及びその用紙収
納機構に収納される用紙が、前記複数の用紙当接ローラに当接する用紙の面を含む仮想面
よりも前記隠蔽面側に位置しえるだけの深さを有することを特徴としている。
【００１７】
　これによれば、カバー部材が露出位置に位置付けられるときに、カバー部材、用紙収納
機構、その用紙収納機構に収納される用紙を全て、複数の用紙当接ローラよりも奥に収容
することができるので、これらの部材や機構に邪魔されることなく、筐体の外にある被記
録体に対する記録を実行することができる。
【００１８】
　請求項７に記載のプリンタ内蔵型携帯電話は、請求項５または６に記載された発明にお
いて、前記用紙搬送機構は、モータと、モータの駆動力を前記複数の用紙当接ローラに伝
達する伝達機構と、この伝達機構による駆動力の伝達を切断する切断機構をさらに含むも
のであり、前記切断機構は、前記第1の位置検出手段により前記カバー部材が前記露出位
置に位置付けられたことが検出されているときに、前記伝達機構による駆動力の伝達を切
断することを特徴としている。
【００１９】
　これによれば、用紙収納機構に収納された用紙に対する記録を行う際に、用紙を搬送す
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るために駆動力が伝達される複数の用紙当接ローラを、筐体の外にある被記録体に対する
記録を行わせる際には、自由に回動できるローラとすることができる。したがって、被記
録体に対する記録を行わせる際には、複数の用紙当接ローラを、被記録体に対する距離を
維持しつつインク吐出ヘッドを案内する案内ローラとして用いることができるので、正確
な記録を行うことができる。
【発明の効果】
【００２０】
　本発明のプリンタ内蔵型携帯電話によれば、用紙収納機構に収納可能なサイズの用紙に
限らず、様々なサイズの被記録媒体に対して記録を施すことが可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２１】
　次に本発明の実施形態について説明する。本実施形態は、プリンタ内蔵型携帯電話に本
発明を適用した一例である。
【００２２】
　図１は、本実施形態の携帯電話１の概略上面図である。図１に示すように携帯電話１は
、本体筐体２と、この本体筐体２の一端側に開口する受話口３と、受話口３と反対側の他
端側に開口する通話口４と、ユーザが通話などの一連の電話機能を選択するための押しボ
タン５とを備える。さらに、本体筐体２に配置されるアンテナ６と、画像若しくは文字情
報を表示する表示画面７とを備える。
【００２３】
　本体筐体２は、樹脂、ステンレス等の金属若しくは合金などの素材からなる。受話口３
は、本体筐体２内部に配置される受話用スピーカに対応する位置に開口しており、通話時
には相手からの音声を発するように構成されている。また、通話口４は、本体筐体２内部
に配置されるマイクロホンに対応する位置に開口しており、通話時にユーザの音声を集音
することができる。押しボタン５は、表面に数字や文字などの情報が表示されており、樹
脂若しくはゴム等の軟質部材、又はステンレス等の素材で構成されている。ユーザは、こ
の押しボタン５を押して、携帯電話の制御部４０（図１２参照）に所望の指示をすること
ができる。アンテナ６は、本体筐体２内部に一部収納されており、電波の受信感度の状況
に応じて本体筐体２から伸ばすことができる。また、アンテナ６は、図に示すように本体
筐体２の外側に配置されるものばかりでなく、本体筐体２に内蔵されたものであってもよ
い。表示画面７は、液晶ディスプレイ等で構成され、通話着信時に相手の電話番号等の情
報を表示したり、メール機能を備えたものにおいては、メールの文字情報を表示したりす
る。また、携帯電話１に付与される種々の機能に合わせて、その機能に関する情報も表示
する。
【００２４】
　また、図２に示すように、携帯電話１の下面には、カメラ８と、カバー部材９と、本体
筐体２の表面から窪んだ凹部１０を備える。
【００２５】
　図２、３に示すように、カバー部材９は、本体筐体２に設けられた軸受けと回動可能に
支持される軸１２と、カバー部材９の側面に配置される１対のフック部１３と、本体筐体
２の一端側に開口する排出口１４とを備える。凹部１０には、カバー部材９が収納された
ときにこのカバー部材９と接触するカバーセンサ２１が設けられている。フック部１３は
、カバー部材９の側面に１対設けられており、本体筐体２に設けられた受け部（図示省略
）とそれぞれ係合可能である。そして、フック部１３と受け部とが係合した時には、カバ
ー部材９を図３に示す位置に保持固定する。このようにカバー部材９が図３のように保持
固定されて閉じた状態のときに、カバー部材９が閉じた状態であることを検出する為に、
本体筐体２には、フックセンサ（図示省略）が設けられている。これにより、フック部１
３が受け部に係合していることを検出できる。また、フック部１３は、ユーザが片手で係
合を解除できるように構成されている。
【００２６】
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　また、カバー部材１９の裏面には、図４に示すように、小判の用紙Ｐを複数枚、積層し
て収納可能な用紙収納機構１６を備える。
【００２７】
　用紙収納機構１６は、図４に示すように、カバー部材９の軸１２側に配置されている。
また、本体筐体２には、用紙収納機構１６に収納される用紙Ｐと当接して、排出口１４に
用紙Ｐを搬送する複数の用紙当接ローラ１８と、用紙Ｐに対してインクの液滴を吐出可能
なノズルを有するインク吐出ヘッド１９とを備える。インク吐出ヘッド１９は、本体筐体
２の一端側に配設されており、本体筐体２内に内蔵されるカートリッジ２０からインクを
供給されるようになっている。カートリッジ２０へのインクの補給は、本体筐体２の外側
にある供給口（図示省略）より、外部のインクタンク（図示省略）からインクを注入する
。
【００２８】
　用紙当接ローラ１８は、インク突出ヘッド１９のノズルが形成されたインク突出面１９
aよりも突出するように複数設けられており、カバー部材９の裏面に近接して配置されて
いる。そして、用紙収納機構１６と重なる領域に配置され、さらに、これらのローラとイ
ンク吐出ヘッド１９を挟むように、本体筐体２の一端側にも配置されている。これにより
、用紙収納機構１６に収納される用紙Ｐをインク吐出ヘッド１９と対向する位置に搬送す
ることができる。
【００２９】
　また、カバー部材９は、図５、６に示すように、凹部１０に収納されるように位置付け
ることができる。このように位置付けられた状態では、カバー部材９が開いた状態となり
、インク突出面１９aが外部に露出する。これにより、用紙収納機構１６に収納できない
ような用紙Ｐよりも大判の用紙Ｓ等、様々な印刷媒体にインクを吐出することができる。
このような印刷を行う時には、図５に示すように、３つの用紙当接ローラ１８全てが印刷
媒体である用紙Ｓと当接させて印刷を行う。このように複数の用紙当接ローラ１８を当接
させて印刷を行わせることで、用紙Ｓとインク突出ヘッド１９のギャップ間距離を一定に
することができる。また、凹部１０に収納された状態では、用紙収納機構１６と用紙Ｐが
、用紙Ｓと接触しないような位置関係とすることが可能である。この為、外部の印刷媒体
等に印刷を行う場合に、用紙収納機構１６と用紙Ｐが、用紙Ｓと接触して印刷の妨げとな
るのを防止できる。
【００３０】
　また、カバー部材９は、本体筐体２に回動自在に設けられている為、図７に示すように
、フック部１３にて係合を解除した後、軸１２を中心に回転させて凹部１０に収納させる
ことができる。これにより、カバー部材９を閉じた状態と、開いた状態に切り替えること
ができる。
【００３１】
　ここで、用紙収納機構１６について詳細に説明する。図８に示すように、用紙収納機構
１６は、用紙Ｐを担持する可動トレイ２５と、カバー部材９から離れるように可動トレイ
２５を付勢するコイルバネ２６と、可動トレイ２５の周りに配置される固定トレイ２７と
、固定トレイ２７から立設するもので、用紙Ｐを保持する用紙保持部２８とを有する。
【００３２】
　可動トレイ２５は、本体筐体２側に向けて延出するプラテン２３を備えている。また、
図９に示すように、用紙収納機構１６は、カバー部材９がフック部１３により本体筐体２
に係合されたときには、可動トレイ２５がコイルバネ２６（図８参照）によって常に付勢
されるように作用する為、一番上にある用紙Ｐが常に用紙当接ローラ１８に押圧される。
このとき、用紙保持部２８は、本体筐体２と用紙Ｐとの間に位置する為、用紙Ｐが用紙当
接ローラ１８に向けて押圧されるのを妨げない。これにより、用紙Ｐの枚数が減ったとし
ても、コイルバネ２６により常に用紙当接ローラ１８に向けて押圧させることができる。
その為、用紙Ｐに、常に用紙当接ローラ１８の回転力を伝えることができるので、用紙Ｐ
の枚数が減ったとしても、確実に用紙Ｐを搬送することができる。
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【００３３】
　また、用紙収納機構１６は、インク吐出ヘッド１９のインク突出面１９aを封止するキ
ャップ部材１５と接続可能である。
【００３４】
　図９、１０に示すように、キャップ部材１５は、キャップ部材１５を装着したときに用
紙Ｐと当接する用紙ストッパ部２３と、キャップ面と反対側にプラテン２２と対応する溝
２９と、を備える。用紙ストッパ部２３は、キャップ部材１５を所定位置に装着した時に
用紙Ｐと当接する。また、溝２９は、キャップ部材１５をプラテン２２に装着したときに
、プラテン２２と嵌め合うもので、嵌め合い時にはキャップ部材１５がプラテン２２に沿
って滑らないようにストッパとしての役割を果たす。また、固定トレイ２７には、キャッ
プ部材１５を位置付けるキャップ位置を示すマーキング２８が印されており、ユーザは、
このマーキング２８に合わせてキャップ部材１５をプラテン２２に接続する。
【００３５】
　キャップ部材１５の着脱は、カバー部材１９が開いた状態で行われる。また、キャップ
部材１５の厚みは、インク突出面１９aとプラテン２２との間の距離よりも大きい。その
為、キャップ部材１５にてインク突出面１９aを封止するときには、キャップ部材１５を
プラテン２２に接続してカバー部材９を閉じる。このとき、カバー部材９が閉じた状態と
なる前に、キャップ部材１５とインク突出面１９aが当接し、さらにカバー部材９を閉じ
ると、インク突出面１９aとの接触により、キャップ部材１５が可動トレイ２５をカバー
部材９の裏面側に押すように作用する。これにより、コイルバネ２６が収縮する。そして
、カバー部材９を閉じた状態となったときには、収縮したコイルバネ２６が、インク突出
面１９a側に復元力が作用し、この復元力により、キャップ部材１５をインク突出面１９a
に押圧させることができる。これにより、キャップ部材１５によりインク突出面１９aを
封止することができる。
【００３６】
　尚、カバー部材９が開いた状態となるように、カバー部材９のフック部１３が受け部と
係合する位置が、本発明の「インク吐出面を外部に露出可能とする露出位置」に相当し、
また、カバー部材９が閉じた状態となるように、カバー部材９が凹部１０に収納されて保
持される位置が、本発明の「インク突出面を外部から隠蔽する隠蔽位置」に相当する。
【００３７】
　次に、用紙Ｐへの印刷と、用紙Ｓへの印刷の場合の、用紙当接ローラ１８の駆動切り替
えについて説明する。
【００３８】
　用紙当接ローラ１８は、用紙Ｐを印刷する場合には、用紙Ｐを排出口１４に向けて搬送
するように回転駆動される。一方、用紙Ｓに印刷する場合には、図１１に示すように、ユ
ーザが携帯電話１を所定方向に移動させて印刷を行う為、ユーザの移動に併せて従動回転
するのが望ましい。また本実施形態の携帯電話１では、大判の用紙Ｓのみならず、樹脂容
器の表面、又は人の手など様々な媒体への印刷も可能とする。
【００３９】
　その為、本実施形態の用紙当接ローラ１８は、モータによる駆動回転と従動回転とを切
り替えることが可能な用紙搬送機構３０に接続される。
【００４０】
　用紙搬送機構３０は、図１２に示すように、用紙当接ローラ１８と軸３１によって同軸
上に接続されるギア３２と、ギア３２と噛み合う位置に配置されるギア３３と、ギア３３
に噛み合う伝達位置と、噛み合わない切断位置とに移動可能な遊星ギア３４と、この遊星
ギア３４を伝達位置と切断位置とに回転移動させる太陽ギア３５を備える。また、用紙当
接ローラ１９に回転駆動力を与える搬送モータ３７の回転軸に装着されたモータギア３８
を有している。また、搬送モータ３７は、制御部４０と繋がっており、この制御部４０は
カバー部材９の位置を検出する第１・第２位置検出手段５６と繋がる。
【００４１】
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　太陽ギア３５は、遊星ギア３４とアーム３６を介して繋がっている。そして、アーム３
６は、太陽ギア３５の中心軸と、遊星ギア３４の中心軸とに回動可能に接続されている。
また、太陽ギア３５は、モータギア３８と噛み合うように配置されている。そして、制御
部４０は、第１・第２位置検出手段５６により、カバー部材９が閉じた状態であることを
伝える振動が送信された場合には、搬送モータ３７を図にあるＬ方向に回転させる。これ
により、遊星ギア３４は、ギア３３に近づくように移動してギア３３と噛み合う（図１２
中、実線にて示す位置）。その為、搬送モータ３７の回転力を用紙当接ローラ１８に伝え
ることができる。また、第１・第２位置検出手段５６により、カバー部材９が開いた状態
であることを伝える信号が送信された場合には、搬送モータ３７をＲ方向に回転させる。
これにより、遊星ギア３４は、ギア３３から離れるように移動して、本体筐体２内に設け
られたアームストッパ３９と当接する（図１２中、破線で示す位置）。この為、用紙Ｓに
印刷をするときには、用紙当接ローラ１８を従動ローラとして作用させることができる。
このように、制御部４０は、搬送モータ３７の回転方向を制御することで、遊星ギア３４
をギア３３と噛み合わせたり、離したりすることで、用紙当接ローラ１８をモータによる
駆動回転と従動回転とに切り替えることができる。その為、用紙当接ローラ１８は、用紙
Ｐを搬送する搬送ローラとしての動作と、ユーザが手で走査した場合の従動ローラとして
の動作とを可能とする。
【００４２】
　尚、遊星ギア３４がギア３３と噛み合った状態における、ギア３２と３３、遊星ギア３
４、太陽ギア３５とモータギア３８が、本発明の「伝達手段」に相当する。また、遊星ギ
ア３４がギア３３から離れた状態となるように作用する、遊星ギア３４、太陽ギア３５と
アーム３６が、本発明の「切断手段」に相当する。加えて、用紙Ｓに印刷する際に、用紙
当接ローラ１８が用紙Ｓに当接する全ての当接箇所を含み、且つ用紙Ｓの印刷面も含む平
面が、本発明の「仮想面」に相当する。
【００４３】
　次に、携帯電話１の電気的構成について、図１３のブロック図を参照して説明する。図
１３に示すように、携帯電話１の制御部４０は、携帯電話基地局からの電波を、アンテナ
を介して受信する無線部５１と、この無線部５１から送信される信号を変換して制御部４
０に入力させるインターフェース基板５７とに繋がれている。さらに、制御部４０は、本
体筐体２に設けられたスピーカ５８若しくはバイブレータ５９の作動、若しくは筐体本体
２に配置された表示ランプ１７を点滅させて、ユーザに通話に関する着信を通知する着信
を通知する着信通知手段４１と、メモリ５３に保存された画像データ等を用紙Ｐ又は用紙
Ｓに印刷する為に、インク吐出ヘッド１９及び搬送モータ３７を駆動させる記録動作制御
手段４２と、用紙への印刷を検出する記録動作検出手段４３とを備える。
【００４４】
　着信通知手段４１は、スピーカ５８からの音声の発生、バイブレータ５９の振動の少な
くとも一方と表示ランプ１７の点滅、又は、表示ランプ１７の点滅の動作を行わせるもの
で、通話着信があったときに、ユーザに着信を通知するための着信通知動作を行う。通知
する方法については、ユーザが操作入力手段５４により入力することで設定される。また
、スピーカ５８、バイブレータ５９、及び表示ランプ１７を全て作動させないようにする
サイレントモードにも設定できるように、サイレントモード設定手段５５（設定手段）も
備える。
【００４５】
　記録動作制御手段４２は、ユーザが操作入力手段５４を操作して印刷指令をした場合に
、ユーザが指定する画像若しくはテキストのデータをメモリ５３から読み込み、インク吐
出ヘッド１９を駆動する駆動信号に変換してインク吐出ヘッド１９のドライバ（図示省略
）に転送するものである。
【００４６】
　また、記録動作検出手段４３は、記録動作制御手段４２により、インク吐出ヘッド１９
のドライバに駆動信号が転送されたことを把握して検出するものである。
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【００４７】
　また、制御部４０には、通話着信時にスピーカ５８、バイブレータ５９、及び表示ラン
プ１７の作動を停止する通知無効化手段４４を備える。
【００４８】
　通知無効化手段４４は、ユーザが着信通知手段４１をサイレントモード以外に設定して
いた場合であっても、通話着信時にスピーカ５８、バイブレータ５９、及び表示ランプ１
７といったユーザに着信を通知する着信通知動作を行わせないように制御するものである
。この通知無効化手段４４による制御が行われた場合の通話着信については、メモリ５４
に着信ログを残し、表示画面に着信があったことを表示させる。
【００４９】
　さらに、制御部４０は、カバー部材９が閉じた状態（第１の位置）と、カバー部材９が
開いた状態（第２の位置）とに位置付けられたことを検出する第１・第２位置検出手段５
６を有する。第１・第２位置検出手段は、図２、４に示すように本体筐体２に設けられた
カバーセンサ２１、若しくはフック部１３が受け部と係合したことを検出するフックセン
サ（図示省略）により、第１と第２の位置を把握する。
【００５０】
　次に、制御部４０による一連の制御動作について図１３を参照して説明する。まず、携
帯電話１で外部の用紙Ｓに画像を印刷する場合の制御動作を説明する。制御部４０は、通
話着信を確認したら（S01：Yes）、記録動作検出手段４３により印刷動作が実行されてい
るか否かを確認する（S02）。ここで、ドライバに画像データを転送していることを確認
した場合（S02：Yes）、次に第１・第２位置検出手段５６によりカバー部材１９の位置を
確認する（S03）。そしてステップS03にて、カバー部材１９が開いた状態（第１の位置に
位置付けられた状態）であることが確認された場合は（S03：Yes）、通知無効化手段４４
により、現在の設定に関係なく、スピーカ５８、バイブレータ５９、及び表示ランプ１７
を全て作動させないように制御をする（S04）。
【００５１】
　以上の制御動作によれば、携帯電話１にて用紙Sに印刷を行っているときには、通話着
信受けたとしても、ユーザには着信通知が行われない。このように、用紙Sに印刷を行う
場合には、ユーザ自身が用紙Sに対する携帯電話１の位置決めをしなければならない。
【００５２】
　また、ユーザは一般的に、通話着信があった場合に着信をすぐに受けようと、着信通知
に対して反射的に携帯電話１を耳元に近づけたり、電話した相手を確認する為に携帯電話
１の表示画面７に表示される相手の情報が見易いように反射的に携帯電話１を持ち上げた
り姿勢を変えたりする。その為、たとえ印刷中であったとしても、通話着信があれば携帯
電話１を耳元に近づけようとしたり、表示画面７に表示される相手の情報を確認するため
に携帯電話１を持ち上げたりしてしまい、用紙Sから携帯電話を離してしまう虞がある。
【００５３】
　前記のように、ユーザが着信に反応して、携帯電話１を用紙Sから離すように移動させ
てしまうと、印刷動作が中断されるばかりか、印刷動作中のインク吐出ヘッド１９から吐
出されるインクが不適切な位置に着弾して印刷する画像を乱すこととなる。しかし、前記
のような制御動作によれば、通話着信を受けた場合であってもユーザに通知されないので
、前記のような不具合を回避して用紙Sへの印刷を確実に実行することができる。
【００５４】
　また、本実施形態の携帯電話１のように、サイレントモードに設定できる携帯電話にお
いて、ユーザがサイレントモードを選択しなかった場合であっても、制御部４０は、通知
無効化手段４４により着信通知を無効化するように制御をすることができる。その為、用
紙Sに印刷を行っているときには、通話着信によって邪魔されることなく、用紙Sに対して
間違いなく印刷を実行することができる。
【００５５】
　尚、本発明では「通話着信」とは、通話による着信のみを指し、メール受信時の着信等



(11) JP 2009-239815 A 2009.10.15

10

20

30

40

50

は含まないものを意味する。
【００５６】
　次に、携帯電話１にて用紙Ｐに印刷をする場合について説明する。但し、前記実施形態
と同様の構成を有するものについては、同じ符号を付して適宜その説明を省略する。
【００５７】
　制御部４０は、通話着信の確認後（S01：Yes）、印刷動作が実行されているかが否かを
確認し（S02）、この結果、印刷動作の実行が確認された場合に（S02：Yes）、カバー部
材１９の位置を確認する（S03）。そして、カバー部材１９が閉じた状態（第２の位置に
位置付けられた状態）であることが確認された場合（S03：No）、着信通知手段４１によ
り着信通知を行わせる（S05）。また、通話着信時に印刷動作が実行されていない場合に
は（S02：No）、着信通知を行わせる。
【００５８】
　このように、用紙Ｐに対して印刷を行っているとき、即ち、カバー部材９が閉じた状態
（第２の位置に位置付けられた状態）でインク吐出ヘッド１９印刷動作が行われていると
きには、通話着信を無効化せずに、ユーザに通知する。このように、用紙Ｐに印刷を行っ
ているときには、インク吐出ヘッド１９と用紙Ｐの相対位置関係は維持されている。この
為、印刷中に通話を行っても、その印刷が中断されることはない。従って、印刷動作と通
話を両立することができる。
【００５９】
　次に、前記実施形態に種々の変更を加えた変更形態について説明する。但し、前記実施
形態と同様の構成を有するものについては、同じ符号を付して適宜その説明を省略する。
【００６０】
　（変更形態１）
　前記実施形態では、制御部４０は、用紙Ｐへの印刷中には着信通知を行うように、着信
通知手段４１を制御していたが、用紙Ｐへの印刷時にも通知無効化手段４４により、着信
通知を無効化させるように制御してもよい。
【００６１】
　用紙Ｐを印刷している時に着信を受けた場合、携帯電話１が耳元に近づいたまま、印刷
された用紙Ｐが排出される。このとき、ユーザが話しに夢中になって、用紙Ｐの排出され
るタイミングに気付かず、排出された用紙Ｐを掴むことができずに、用紙Ｐが排出口１４
から排出されてそのまま床に落ちてしまい、用紙Ｐを汚す虞がある。また、携帯電話１を
耳元に近づけている為、排出された用紙Ｐのインクが十分乾燥していない場合には、顔に
インクが付いてしまう虞もある。さらに、通話中に印刷をしている場合、インク吐出ヘッ
ド１９や搬送モータ３７の駆動音により、受話音が聞き取り難かったり、ユーザが話す会
話を相手が聞き取り難くなったりする虞もある。従って、用紙Ｐへの印刷中にも着信通知
を無効化するように制御することで、前記の課題を解決することができる。
【００６２】
　以上、本発明の実施の形態として、本体筐体２がストレート形状のフリップ式の携帯電
話１に本発明を適用した例を挙げて説明したが、本発明の適用対象は、このような携帯電
話に限られるものではない。例えば、折畳式の携帯電話や、押しボタンと表示画面とが別
々の筐体に設けられ、それぞれの筐体がスライドするように構成されたスライド式携帯電
話においても、本発明を適用することができる。
【図面の簡単な説明】
【００６３】
【図１】本発明の実施形態に係る携帯電話１の概略上面図である。
【図２】本発明の実施形態に係る携帯電話１の概略下面図である。
【図３】本発明の実施形態に係る携帯電話１の概略側面図である。
【図４】本発明の実施形態に係る携帯電話１の断面図である。
【図５】携帯電話１のカバー部材９の開閉動作を示す図である。
【図６】携帯電話１のカバー部材９が開いた状態を示す断面図である。
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【図７】携帯電話１のカバー部材９が開いた状態を示す概略上面図である。
【図８】用紙収納機構１６の断面図である。
【図９】用紙収納機構１６の上面図である。
【図１０】用紙収納機構１６とキャップ部材１５を示す図である。
【図１１】携帯電話１を使用して用紙Ｓに印刷する場合の概略斜視図である。
【図１２】用紙搬送機構３０の断面図である。
【図１３】携帯電話１の電気的な構成を示すブロック図である。
【図１４】制御部４０による制御動作を示すフローチャート図である。
【符号の説明】
【００６４】
１　　　　　携帯電話
９　　　　　カバー部材
１０　　　　凹部
１４　　　　排出口
１７　　　　表示ランプ
１６　　　　用紙収納機構
１８　　　　用紙当接ローラ
１９　　　　インク吐出ヘッド
１９a　　　インク吐出面
２１　　　　カバーセンサ
３２、３３　ギア
３４　　　　遊星ギア
３５　　　　太陽ギア
３６　　　　アーム
３７　　　　搬送モータ
３８　　　　モータギア
４０　　　　制御部
４１　　　　着信通知手段
４２　　　　記録動作制御手段
４３　　　　記録動作検出手段
４４　　　　通知無効化手段
５４　　　　操作入力手段
５６　　　　第１・第２位置検出手段
５８　　　　スピーカ
５９　　　　バイブレータ
Ｐ、Ｓ　　　用紙
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