
JP 4396511 B2 2010.1.13

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　撮像部と、この撮像部が撮像した画像データを保存するメモリと、充電型電池と、底面
部に設けられる第１のスタンドＩ／Ｆとを有するカメラ装置と、
　上記カメラ装置が電気的に接続された状態で装着されるカメラ装着部と、背面部に設け
られ他の電子機器と電気的に接続される端子部又は操作部と、上記カメラ装着部に設けら
れ上記カメラ装置の第１のスタンドＩ／Ｆと電気的に接続されるカメラＩ／Ｆと、底面部
に設けられるプリンタＩ／Ｆと、上記カメラ装置の充電型電池の充電を行う充電制御部と
を有するスタンド装置と、
　上記スタンド装置の底面部の形状に対応した凹部で構成され上記スタンド装置が電気的
に接続された状態で装着される共通化されたスタンド装着部と、該スタンド装着部に設け
られ上記スタンド装置のプリンタＩ／Ｆと電気的に接続される第２のスタンドＩ／Ｆと、
上記スタンド装置から入力された画像データを印刷する印刷部とを有するプリンタ装置と
を備え、
　上記スタンド装着部には、上記スタンド装置の背面部に設けられた端子部又は操作部を
含む上記スタンド装置の背面部と該背面部と隣り合う両側面部を覆う覆い片が設けられ、
　上記カメラ装置が上記スタンド装置のカメラ装着部に装着され上記第１のスタンドＩ／
Ｆと上記カメラＩ／Ｆとが電気的に接続され、該スタンド装置が上記プリンタ装置に装着
され上記プリンタＩ／Ｆと第２のスタンドＩ／Ｆとが電気的に接続された状態において、
上記スタンド装置の充電制御部は、上記プリンタ装置から供給される充電用電源を上記カ
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メラ装置に供給し、上記カメラ装置の充電型電池の充電を行うプリントシステム。
【請求項２】
　上記スタンド装置には、画像データを保存するメモリが設けられている請求項１記載の
プリントシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、カメラ装置をスタンド装置を介してプリンタ装置に装着することができるプ
リントシステムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　特許文献１に示すように、カメラ装置をプリンタ装置に直接的に装着し、カメラ装置の
画像データをプリンタ装置で印刷するシステムがある。また、ディジタルスチルカメラと
いった小型のカメラ装置は、スタンド装置に装着できるようにもなっている。例えば、小
型のカメラ装置は、スタンド装置に装着することで、カメラ装置に内蔵された充電型電池
に充電を行うことができ、また、他の電子機器と有線でデータのやり取りを行うことがで
きる。
【０００３】
【特許文献１】特許第３４４６３７４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　本発明の目的は、カメラ装置が装着されるスタンド装置をプリンタ装置に装着すること
ができる新規なプリントシステムを提供することにある。
【０００５】
　また、本発明の目的は、スタンド装置を見栄え良くプリンタ装置に装着することができ
るプリントシステムを提供することにある。
【０００６】
　更に、本発明の目的は、スタンド装置を介してカメラ装置をプリンタ装置に装着した際
にカメラ装置のデータをプリンタ装置で印刷することができるようにし、利便性の向上を
図ったプリントシステムを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明に係るプリントシステムは、撮像部と、この撮像部が撮像した画像データを保存
するメモリと、充電型電池と、底面部に設けられる第１のスタンドＩ／Ｆとを有するカメ
ラ装置と、上記カメラ装置が電気的に接続された状態で装着されるカメラ装着部と、背面
部に設けられ他の電子機器と電気的に接続される端子部又は操作部と、上記カメラ装着部
に設けられ上記カメラ装置の第１のスタンドＩ／Ｆと電気的に接続されるカメラＩ／Ｆと
、底面部に設けられるプリンタＩ／Ｆと、上記カメラ装置の充電型電池の充電を行う充電
制御部とを有するスタンド装置と、上記スタンド装置の底面部の形状に対応した凹部で構
成され上記スタンド装置が電気的に接続された状態で装着される共通化されたスタンド装
着部と、該スタンド装着部に設けられ上記スタンド装置のプリンタＩ／Ｆと電気的に接続
される第２のスタンドＩ／Ｆと、上記スタンド装置から入力された画像データを印刷する
印刷部とを有するプリンタ装置とを備える。
　上記スタンド装着部には、上記スタンド装置の背面部に設けられた端子部又は操作部を
含む上記スタンド装置の背面部と該背面部と隣り合う両側面部を覆う覆い片が設けられて
いる。
　上記カメラ装置が上記スタンド装置のカメラ装着部に装着され上記第１のスタンドＩ／
Ｆと上記カメラＩ／Ｆとが電気的に接続され、該スタンド装置が上記プリンタ装置に装着
され上記プリンタＩ／Ｆと第２のスタンドＩ／Ｆとが電気的に接続された状態において、
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上記スタンド装置の充電制御部は、上記プリンタ装置から供給される充電用電源を上記カ
メラ装置に供給し、上記カメラ装置の充電型電池の充電を行う。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明によれば、カメラ装置がスタンド装置に装着されて電気的に接続され、更に、ス
タンド装置プリンタ装置に装着されて電気的に接続されることで、カメラ装置に保存され
ている画像データをプリンタ装置で印刷することができ、利便性の向上を図ることができ
る。また、プリンタ装置のスタンド装着部の形状等のインタフェースを共通化することで
、様々なカメラ装置をプリンタ装置に電気的に接続することができる。また、カメラ装置
をスタンド装置に装着し、このスタンド装置をプリンタ装置に装着しているとき、カメラ
装置の充電型電池の充電を行うことができることから、利便性の向上を図ることができる
。
【０００９】
　また、プリンタ装置のスタンド装着部には、覆い片が設けられていることで、スタンド
装置がスタンド装着部に装着されているとき、スタンド装置の背面部に設けられている端
子部や操作部を隠すことができ、見栄えが悪くなることを防止することができる。また、
覆い片は、スタンド装置の背面部と両側面部を覆うように、略コ字状をなすように形成さ
れているので、スタンド装置をスタンド装着部に装着するに当たっての位置規制壁として
も機能させることもできる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
　以下、本発明を適用したプリントシステムについて、図面を参照して説明する。
【００１１】
　図１に示すように、本発明を適用したプリントシステム１は、図１に示すように、ディ
ジタルスチルカメラ１０と、このディジタルスチルカメラ１０が装着されるスタンド装置
２０と、このスタンド装置２０が装着されるプリンタ装置３０とを備える。
【００１２】
　このディジタルスチルカメラ１０は、図１及び図２に示すように、略矩形をなすカメラ
本体部１１を有する。このカメラ本体部１１には、カメラ機能を実現する種々の電気回路
が組み込まれた制御回路基板が内蔵されていると共に、充電型電池であるバッテリが配設
されている。このカメラ本体部１１には、前面部に、複数のレンズやＣＣＤ（Charge-Cou
pled Devices）素子、ＣＭＯＳ（Complementary Metal-Oxide Semiconductor））等の撮
像素子で構成された撮像部１２が設けられ、上面に、シャッタ釦１８が設けられている。
また、カメラ本体部１１には、背面部に、表示部１３が設けられている。この表示部１３
は、例えば略矩形をなし、ＬＣＤ（Liquid Crystal Display）や有機ＥＬディスプレイ（
Organic Electroluminescence Display）等の表示素子で形成されている。この表示部１
３の上側には、撮影範囲を見定めるファインダ部１４が設けられている。また、この表示
部１３に隣り合うようにして、カメラ本体部１１の背面部には、複数の操作釦でなる操作
部１５が設けられている。この操作部１５は、例えば、内部メモリに保存格納されている
画像データを表示部１３に表示させる操作を行うことができる。また、操作部１５では、
ディジタルスチルカメラ１０の詳細な設定、例えばフラッシュのオンオフ等を設定するこ
とができる。
【００１３】
　更に、カメラ本体部１１の底面部には、三脚等が取り付けられる取付孔１６が設けられ
ている。この取付孔１６は、三脚等のアクセサリが取り付けられると共に、スタンド装置
２０に装着されたとき、スタンド装置２０のカメラ装着部に形成された位置決め突起が係
合する孔となる。更に、カメラ本体部１１の底面部には、スタンド装置２０と電気的接続
をするためのジャック部１７が設けられている。このジャック部１７からは、充電用の電
源が供給され、また、カメラ本体部１１のメモリに格納されている画像データをスタンド
装置２０側に出力することができる。
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【００１４】
　以上のように構成されたディジタルスチルカメラ１０は、表示部１３で撮像部１２が現
在写している画像を見ながら、シャッタ釦１８を押して写真をとることができる。このデ
ィジタルスチルカメラ１０は、撮像した画像データを、内部メモリに格納し保存すること
ができる。また、ディジタルスチルカメラ１０は、操作部１５を操作することによって、
メモリに格納されている画像データを表示部１３で再生することもできる。なお、このメ
モリは、カメラ本体部１１に内蔵されたメモリであっても良く、また、カメラ本体部１１
に対して着脱可能であっても良い。また、ディジタルスチルカメラ１０は、撮影時には、
ユーザに把持されて使用され、また、非使用時にはスタンド装置２０に設置される。また
、ディジタルスチルカメラ１０は、スタンド装置２０に装着した状態でメモリに保存され
ている画像データを再生し、表示部１３で再生した画像を見ることができる。
【００１５】
　以上のようなディジタルスチルカメラ１０が装着されるスタンド装置２０は、図１乃至
図３に示すように、全体が略矩形をなすスタンド本体部２１を有する。このスタンド本体
部２１は、その上面で背面側に偏った位置に、ディジタルスチルカメラ１０の底面部の外
形形状に対応したカメラ装着部２２が形成されている。このカメラ装着部２２は、ディジ
タルスチルカメラ１０の底面部の形状に対応した凹部で構成されている。
【００１６】
　このカメラ装着部２２の底面部２３は、スタンド本体部２１の背面部から前面部に向か
って上側に傾斜して形成されている。したがって、図１に示すように、ディジタルスチル
カメラ１０は、スタンド装置２０のカメラ装着部２２に装着されたとき、カメラ本体部１
１の背面部に設けられた表示部１３がスタンド装置２０の前面部を向き、表示部１３に表
示された画像を見やすくすることができる。また、このカメラ装着部２２には、カメラ本
体部１１の底面部に設けられたジャック部１７に接続されるコネクタ２４が設けられてい
る。このコネクタ２４は、ディジタルスチルカメラ１０のジャック部１７と電気的に接続
されることによって、ディジタルスチルカメラ１０に充電用の電源を供給すると共に、画
像データがディジタルスチルカメラ１０から入力される。また、操作部２７でのディジタ
ルスチルカメラ１０を操作するための操作信号をディジタルスチルカメラ１０に入力する
。また、底面部２３には、カメラ本体部１１の底面部に形成された取付孔１６に係合する
位置決め突起２５が形成されている。
【００１７】
　以上のようなカメラ装着部２２には、スタンド本体部３１の背面側に、カメラ本体部１
１の前面側を支持する支持片２６がカメラ本体部１１の前面部と前面部に隣り合う両側面
部に当接するように略コ字状をなして形成されている。この支持片２６は、カメラ装着部
２２に表示部１３が上を向くように斜めに装着されたカメラ本体部１１を底面部側から支
持する。
【００１８】
　スタンド本体部２１は、カメラ装着部２２の前面側が操作面とされ、この操作面には、
複数の押し釦で構成された操作部２７が設けられている。操作部２７は、ディジタルスチ
ルカメラ１０がカメラ装着部２２に装着され電気的接続が図られたとき、操作部１５と略
同様な操作を行うことができる。
【００１９】
　スタンド本体部２１には、背面部に、ディスプレイ等と接続され画像データ等のＡＶデ
ータを出力する接続コードが接続される第１のジャック部２８ａやパーソナルコンピュー
タ等の情報処理装置に接続され画像データ等を出力する接続コードが接続される第２のジ
ャック部２８ｂや直流電源が入力される第３のジャック部２８ｃが設けられている。なお
、スタンド本体部２１の背面部には、ジャック部の他に、入出力を切り換える切換スイッ
チ等を設けるようにしても良い。また、スタンド本体部２１の底面部には、プリンタ装置
３０とスタンド装着部と電気的接続を行うためのジャック部２９が設けられている。
【００２０】
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　なお、スタンド本体部２１の内部には、プリント配線基板が内蔵され、このプリント配
線基板には、ディジタルスチルカメラ１０とプリンタ装置３０との中継をするための回路
やディジタルスチルカメラ１０のバッテリを充電するための充電制御回路等が組み込まれ
ている。
【００２１】
　以上のようなスタンド装置２０のカメラ装着部２２には、ディジタルスチルカメラ１０
の表示部１３が設けられた背面部を前面側にし、撮像部１２を背面側にして、ディジタル
スチルカメラ１０が装着されることになる。このカメラ装着部２２は、スタンド本体部２
１の背面側に略コ字状をなすように設けられた支持片２６によってディジタルスチルカメ
ラ１０の前面側を支持する。ディジタルスチルカメラ１０がカメラ装着部２２に装着され
た状態においては、カメラ装着部２２に設けられたコネクタ２４とカメラ本体部１１の底
面部に設けられたジャック部１７とが電気的に接続される。ディジタルスチルカメラ１０
は、スタンド装置２０に装着された状態において、例えば第３のジャック部２８ｂから入
力されるＤＣ電源によってバッテリに充電を行うことができる。また、ディジタルスチル
カメラ１０は、スタンド装置２０に装着された状態において、カメラ本体部１１に内蔵さ
れたメモリに格納された画像データを、表示部１３に表示することができる他、更に、第
２のジャック部２８ｂに接続された接続コードによって接続されたモニタに表示させるこ
とができる。このようなスタンド装置２０に装着されているディジタルスチルカメラ１０
の操作は、ディジタルスチルカメラ１０の操作部１５の他、スタンド装置２０の操作部２
７を用いて行うことができる。
【００２２】
　なお、このカメラ装着部２２は、スタンド装置２０の前面側に、ディジタルスチルカメ
ラ１０を支持する支持片が設けられていない。したがって、ディジタルスチルカメラ１０
の取り外しは、スタンド装置２０の前面側に傾倒させるようにして行われる。
【００２３】
　以上のように、ディジタルスチルカメラ１０のメモリに格納されている画像データの再
生や印刷を行うときには、スタンド装置２０に装着された状態で行われることが多い。そ
こで、更に、プリントシステム１では、スタンド装置２０をプリンタ装置３０に装着し、
ディジタルスチルカメラ１０のメモリに格納されている画像データをプリンタ装置３０に
出力し、プリンタ装置３０で画像データを印刷することができるようにしている。
【００２４】
　スタンド装置２０が装着されるプリンタ装置３０は、図１及び図３に示すように、筐体
３１の上面にスタンド装置２０が装着されるスタンド装着部３２が設けられている。この
スタンド装着部３２は、スタンド装置２０の底面部の形状に対応した凹部で構成されてい
る。このスタンド装着部３２の底面部には、スタンド装置２０を構成するスタンド本体部
２１の底面部に設けられたジャック部２９に接続されるコネクタ３３が設けられている。
このコネクタ３３は、スタンド装置２０にディジタルスチルカメラ１０が装着されている
とき、スタンド装置２０を介してディジタルスチルカメラ１０の充電用の電源を供給する
と共に、スタンド装置２０を介してディジタルスチルカメラ１０から画像データが入力さ
れる。また、操作部でのディジタルスチルカメラ１０を操作するための操作信号をディジ
タルスチルカメラ１０に入力する。
【００２５】
　このカメラ装着部２２には、スタンド装置２０の前面部を筐体３１の前面側にしてスタ
ンド装置２０が装着される。ところで、上述したスタンド装置２０のスタンド本体部２１
には、背面部に、第１乃至第３のジャック部２８ａ～２８ｃが設けられている。そこで、
スタンド装着部３２の背面側には、スタンド装着部３２に装着されたスタンド本体部２１
の背面部を多く覆い片３４が設けられている。覆い片３４は、図４に示すように、少なく
ともスタンド本体部２１の背面部の第１乃至第３のジャック部２８ａ～２８ｃを覆うこと
ができる大きさに形成され、スタンド装着部３２にスタンド装置２０が装着された状態に
おいて、第１乃至第３のジャック部２８ａ～２８ｃを隠し、見栄えを良くすると共に、第
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１乃至第３のジャック部２８ａ～２８ｃへの塵埃等の付着を防止する。
【００２６】
　この覆い片３４は、スタンド装置２０をスタンド装着部３２に装着するに当たっての位
置規制壁としても機能させるため、ここでは、スタンド本体部２１の背面部の他、この背
面部と隣り合う両側面部を覆うように、略コ字状をなすように形成されている。
【００２７】
　プリンタ装置３０を構成する筐体３１の上面であってスタンド装着部３２の前面側には
、複数の押し釦で構成された操作部３５が設けられている。操作部３５は、スタンド装置
２０がスタンド装着部３２に装着され電気的接続が図られたとき、ディジタルスチルカメ
ラ１０の操作部１５やスタンド装置２０の操作部２７と略同様な操作を行うことができる
。
【００２８】
　また、このプリンタ装置３０には、記録紙３６に画像データを印刷する印刷部が設けら
れている。この印刷部は、印刷を行う記録ヘッド、記録紙３６を走行させる走行機構等で
構成されている。印刷ヘッドとしては、感熱記録を行うためのサーマルヘッドやインクで
印刷を行うインクジェットヘッドやレーザ印刷を行うレーザプリンタヘッドである。印刷
ヘッドは、例えば、スタンド装置２０を介してディジタルスチルカメラ１０から入力され
た画像データを記録紙３６に印刷する。
【００２９】
　以上のようなプリンタ装置３０では、ディジタルスチルカメラ１０が装着されたスタン
ド装置２０をスタンド装着部３２に装着することができる。このとき、スタンド装置２０
の背面部に設けられている第１乃至第３のジャック部２８ａ～２８ｃは、覆い片３４より
覆われ外部に露出しない。したがって、プリンタ装置３０は、スタンド装置２０がスタン
ド装着部３２に装着された際に見栄えが悪くなり、また、第１乃至第３のジャック部２８
ａ～２８ｃに塵埃等が付着することを防止することができる。
【００３０】
　このプリンタ装置３０では、スタンド装着部３２に、ディジタルスチルカメラ１０が装
着されたスタンド装置２０が装着されると、スタンド装置２０のジャック部２９にコネク
タ３３が電気的に接続されることになり、これにより、ディジタルスチルカメラ１０から
出力された画像データがスタンド装置２０を介して入力されることになり、入力された画
像データを印刷できるようになる。また、プリンタ装置３０は、ディジタルスチルカメラ
１０が装着されたスタンド装置２０が装着された状態において、ディジタルスチルカメラ
１０にスタンド装置２０を介して充電を行うことができる。
【００３１】
　また、このプリンタ装置３０では、ディジタルスチルカメラ１０が装着されていないス
タンド装置２０を装着することができる。例えば、スタンド装置２０に画像データを保存
するメモリ機能がある場合には、このメモリに格納された画像データがプリンタ装置３０
に入力され、入力された画像データを印刷することができる。
【００３２】
　ところで、以上のようにプリントシステム１を構成するディジタルスチルカメラ１０、
スタンド装置２０及びプリンタ装置３０は、図５に示すような回路構成を有する。
【００３３】
　具体的に、上述したディジタルスチルカメラ１０は、ディジタルスチルカメラ１０の全
体の制御を行うカメラ制御部４１が設けられている。このカメラ制御部４１には、上述し
た撮像部１２、表示部１３、操作部１５、シャッタ釦１８が電気的に接続されている他に
、撮像部１２が撮像した画像データを保存するメモリ４２と、スタンド装置２０と電気的
に接続されるスタンドインタフェース（以下、単にスタンドＩ／Ｆという。）４３とが電
気的に接続されている。
【００３４】
　メモリ４２は、カメラ本体部１１に内蔵された半導体メモリ、磁気ディスク等やカメラ
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本体部１１に対して着脱可能な半導体メモリを記憶素子に用いるＩＣカード、光ディスク
、磁気ディスク等である。メモリ４２は、このような記録媒体に、撮像された画像データ
等を保存する。
【００３５】
　スタンドＩ／Ｆ４３は、第１のスタンドＩ／Ｆで、スタンド装置２０とデータ通信等を
行うインタフェースであり、カメラ本体１１の底面部にあるジャック部１７を有している
。スタンドＩ／Ｆ４３からは、スタンド装置２０から各種操作信号がディジタルスチルカ
メラ１０に入力されると共に、メモリ４２に格納された画像データやディジタルスチルカ
メラ１０で発生した操作信号が出力される。また、ディジタルスチルカメラ１０の充電型
電池であるバッテリ４４に充電を行うための充電用電源がスタンド装置２０から供給され
る。
【００３６】
　以上のようなディジタルスチルカメラ１０では、操作部１５を用いてカメラモードと再
生モードを選択することができる。カメラモードのときには、撮像部１２で撮像した画像
データ等をメモリ４２に保存することができ、再生モードのときには、メモリ４２に格納
されている画像データを、表示部１３やスタンド装置２０の第１のジャック部２８ａに接
続されたモニタ等に出力することで、メモリ４２に格納された画像データを見ることがで
きるようにする。また、ディジタルスチルカメラ１０は、スタンド装置２０に装着されて
いるとき、バッテリ４４に対して充電を行うことができる。
【００３７】
　また、スタンド装置２０は、スタンド装置２０の全体の制御を行うスタンド制御部５１
が設けられている。このスタンド制御部５１には、上述した操作部２７、第１乃至第３の
ジャック部２８ａ～２８ｃが接続される他に、画像データ等を格納するメモリ５２、ディ
ジタルスチルカメラ１０のバッテリ４４を充電するための充電回路となる充電制御部５３
、ディジタルスチルカメラ１０のスタンドＩ／Ｆ４３と接続されるカメラＩ／Ｆ（以下、
単にカメラＩ／Ｆという。）５４、プリンタ装置３０と電気的に接続されるプリンタイン
タフェース（以下、単にプリンタＩ／Ｆという。）５５が電気的に接続されている。
【００３８】
　メモリ５２は、スタンド本体部２１に内蔵された半導体メモリ、磁気ディスク等やカメ
ラ本体部１１に対して着脱可能な半導体メモリを記憶素子に用いるＩＣカード、光ディス
ク、磁気ディスク等である。メモリ５２は、このような記録媒体に、ディジタルスチルカ
メラ１０から送信された画像データやその他の電子機器から第２のジャック部２８ｂから
入力された画像データを蓄積する。なお、メモリ５２には、更に、無線で受信した画像デ
ータを格納するようにしても良い。
【００３９】
　充電制御部５３は、第３のジャック部２８ｃやプリンタ装置３０から入力された直流電
源をディジタルスチルカメラ１０のバッテリ４４の充電用としてカメラインタフェース５
４を介してディジタルスチルカメラ１０に供給する。これにより、スタンド装置２０は、
ディジタルスチルカメラ１０が装着されているときにバッテリ４４に充電を行うことがで
きるようになる。
【００４０】
　カメラＩ／Ｆ５４は、ディジタルスチルカメラ１０とデータ通信等を行うインタフェー
スであり、コネクタ２４が接続されている。カメラＩ／Ｆ５４からは、ディジタルスチル
カメラ１０からの各種操作信号や画像データが入力されると共に、ディジタルスチルカメ
ラ１０のバッテリ４４に充電を行うための充電用電源を供給する。
【００４１】
　プリンタＩ／Ｆ５５は、プリンタ装置３０とデータ通信等を行うインタフェースであり
、ジャック部２９が設けられている。プリンタＩ／Ｆ５５からは、印刷用の画像データ等
がプリンタ装置３０に出力され、また、ディジタルスチルカメラ１０のバッテリ４４に充
電を行うための充電用電源が供給される。
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【００４２】
　以上のようなスタンド装置２０では、ディジタルスチルカメラ１０が装着されていると
き、ディジタルスチルカメラ１０のバッテリ４４に対して第３のジャック部２８ｃ又はプ
リンタ装置３０から入力された直流電源を、結合されたスタンドＩ／Ｆ４３及びカメラＩ
／Ｆ５４を介して供給し、充電を行うことができる。また、スタンド装置２０は、メモリ
５２に、ディジタルスチルカメラ１０からカメラＩ／Ｆ５４から入力された画像データや
第２のジャック部２８ｂから入力された画像データをメモリ５２に格納することができる
。したがって、このスタンド装置２０は、ディジタルスチルカメラ１０が装着されている
他、ディジタルスチルカメラ１０が装着されていない状態であっても、メモリ５２に格納
された画像データを印刷用としてプリンタＩ／Ｆ５５から出力することができる。
【００４３】
　また、プリンタ装置３０は、プリンタ装置３０の全体の制御を行うプリンタ制御部６１
が設けられている。このプリンタ制御部６１は、印刷を行う印刷部６２、操作部３５が電
気的に接続されていると共に、スタンド装置２０のプリンタＩ／Ｆ５５と接続されるスタ
ンドＩ／Ｆ６３や他の電子機器、例えばパーソナルコンピュータと接続するための通信イ
ンタフェース（以下、通信Ｉ／Ｆともいう。）６４が電気的に接続されている。
【００４４】
　印刷部６２は、印刷を行う記録ヘッド、記録紙３６を走行させる走行機構等で構成され
ている。印刷ヘッド６２としては、感熱記録を行うためのサーマルヘッドやインクで印刷
を行うインクジェットヘッドやレーザ印刷を行うレーザプリンタヘッドである。印刷ヘッ
ド６２は、例えば、スタンド装置２０を介してディジタルスチルカメラ１０から入力され
た画像データを記録紙３６に印刷する。
【００４５】
　スタンドＩ／Ｆ６３は、第２のスタンドＩ／Ｆで、スタンド装置２０とデータ通信等を
行うインタフェースであり、コネクタ３３を有している。スタンドＩ／Ｆ６３には、印刷
用の画像データ等がプリンタ装置３０に入力される。また、スタンドＩ／Ｆ６３は、ディ
ジタルスチルカメラ１０のバッテリ４４に充電を行うための充電用電源をスタンド装置２
０を介してディジタルスチルカメラ１０に供給する。
【００４６】
　通信Ｉ／Ｆ６４は、パーソナルコンピュータ等の他の電子機器とデータ通信を有線又は
無線で行うインタフェースであり、例えば、他の電子機器から送信された画像データを受
信する。
【００４７】
　以上のようなプリンタ装置３０では、ディジタルスチルカメラ１０のメモリ４２からス
タンド装置２０を介して入力された画像データやスタンド装置２０のメモリ５２から入力
された画像データを受信すると、この受信した画像データを印刷部６２で印刷することが
できる。また、このプリンタ装置３０では、ディジタルスチルカメラ１０が装着されたス
タンド装置２０が装着されることによって、スタンド装置２０を介してディジタルスチル
カメラ１０に充電用電源を供給することができる。
【００４８】
　以上のようなプリントシステム１では、ディジタルスチルカメラ１０をスタンド装置２
０に装着することができるようにし、更に、スタンド装置２０をプリンタ装置３０に装着
するようにし、相互に電気的に接続するようにしている。したがって、プリンタ装置３０
のスタンド装着部３２の形状等のインタフェースを共通化すれば、様々なディジタルスチ
ルカメラ１０をプリンタ装置３０に電気的に接続することができる。そして、プリンタ装
置３０にスタンド装置２０を装着するに当たって、プリンタ装置３０のスタンド装着部３
２には、覆い片３４が設けられ、スタンド装置２０の背面部に設けられた第１乃至第３の
ジャック部２８ａ～２８ｃを覆うようにしていることから、スタンド装置２０がプリンタ
装置３０に装着された際の見栄えが悪くなることを防止することができる。
【００４９】
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　なお、スタンド装置２０がプリンタ装置３０のスタンド装着部３２に装着されると、第
１乃至第３のジャック部２８ａ～２８ｃは、覆い片３４に覆われ、使用不能となるが、ス
タンド装置２０とプリンタ装置３０とは、電気的に接続されていることで、プリンタ装置
３０のインタフェースで第１乃至第３のジャック部２８ａ～２８ｃの代用をすることがで
きる。
【００５０】
　また、スタンド装置２０には、ディジタルスチルカメラ１０が背面部の表示部１３を前
面側にして装着され、更に、スタンド装置３０がディジタルスチルカメラ１０の表示部１
３をプリンタ装置３０の前面側にして装着されることになる。したがって、ユーザは、デ
ィジタルスチルカメラ１０の操作部１５やスタンド装置２０の操作部２７やプリンタ装置
３０の操作部３５を用いて、ディジタルスチルカメラ１０の表示部１３に表示された画像
を見ながら印刷する画像データを容易に選択することができる。
【００５１】
　そして、プリントシステム１では、ディジタルスチルカメラ１０はスタンド装置２０を
介してプリンタ装置３０に電気的に接続され、ディジタルスチルカメラ１０が装着されて
いなくてもスタンド装置２０のみをプリンタ装置３０と電気的に接続することができ、デ
ィジタルスチルカメラ１０のメモリ４２に格納された画像データやスタンド装置２０のメ
モリ５２に格納された画像データをプリンタ装置３０で印刷することができ、利便性の向
上を図ることができる。
【００５２】
　また、ディジタルスチルカメラ１０をスタンド装置２０に装着し、このスタンド装置２
０をプリンタ装置３０に装着しているとき、ディジタルスチルカメラ１０の充電を行うこ
とができることから、利便性の向上を図ることができる。
【００５３】
　なお、スタンド装置に装着される装置は、上述したディジタルスチルカメラ１０に限定
されるものではなく、その他ビデオカメラ等撮像機能を有する電気機器であれば特に限定
されるものではない。また、ディジタルスチルカメラ１０とスタンド装置２０の電気的接
続及び／又はスタンド装置２０とプリンタ装置３０の電気的接続は、コネクタとジャック
を用いる他、装着部に装着されたとき、端子同士が接触する接点で行うようにしてもよい
。
【図面の簡単な説明】
【００５４】
【図１】本発明を適用したプリントシステムの斜視図である。
【図２】上記プリントシステムを構成するディジタルスチルカメラとスタンド装置の斜視
図である。
【図３】上記プリントシステムを構成するスタンド装置とプリンタ装置の斜視図である。
【図４】スタンド装置が装着されたプリンタ装置の背面図である。
【図５】上記プリントシステムのブロック図である。
【符号の説明】
【００５５】
１０　ディジタルスチルカメラ、１１　カメラ本体部、１２　撮像部、１３　表示部、１
５　操作部、１７　ジャック部、２０　スタンド装置、２１　スタンド本体部、２２　カ
メラ装着部。２３　底面部、２４　コネクタ、２５　位置決め突起、２６　支持片、２７
　操作部、２８ａ～２８ｃ　第１乃至第３のジャック部、２９　ジャック部、３０　プリ
ンタ装置、３１　筐体、３２　スタンド装着部、３３　コネクタ、３４　覆い片、３５　
操作部
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