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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　記録媒体が装填される媒体装填室を内部に有するとともに上面に操作ボタンを有し、該
媒体装填室に装填された記録媒体上に画像データに応じた画像を記録し、画像が記録され
た記録媒体を外部に送り出すプリンタにおいて、
　外部から無線送信されてきた画像データを受信する受信部と、
　前記受信部をオペレータ側に見たときの側部に設けられた該オペレータによって把持さ
れる把持部と、
　前記受信部をオペレータ側に見たときの該オペレータ側もしくは該オペレータに対する
向こう側に設けられた、前記媒体装填室に装填され画像が記録された記録媒体が外部に送
り出される送出口とを備え、
　前記送出口は、前記受信部をオペレータ側に見たときの該オペレータ側であって、かつ
前記受信部よりも下方に設けられたものであることを特徴とするプリンタ。
【請求項２】
　このプリンタは、前記媒体装填室に、露光により潜像が記録され送出しの際に現像剤が
展開されて顕像化されるインスタントフィルムが装填され、該インスタントフィルムを画
像データに応じて露光して外部に送り出しながら該インスタントフィルムに現像剤を展開
するものであることを特徴とする請求項１記載のプリンタ。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
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【発明の属する技術分野】
本発明は、記録媒体が装填される媒体装填室を内部に有するとともに上面に操作ボタンを
有し、その媒体装填室に装填された記録媒体上に画像データに応じた画像を記録し、画像
が記録された記録媒体を外部に送り出すプリンタに関する。
【０００２】
【従来の技術】
画像データに基づいて被写体像を記録媒体上に記録するプリンタがある。このようなプリ
ンタには、例えば記録媒体としてインスタントフィルムを用い、メモリカードなどに記録
された画像データに基づいてインスタントフィルム上に画像の記録を行なうものもある。
【０００３】
ところで、最近ハンディターミナルというモバイル機器が多数出現し、市場を賑わせてい
る。そのモバイル機器の中にはプリンタもあり、携帯プリンタと呼ばれるものが出現して
きている（例えば特許文献１参照）。モバイル機器としては携帯電話が代表的であり、こ
の携帯電話は爆発的に普及している。ユーザの中には、この携帯電話と他の携帯機器など
を組み合わせることによって個人ベースの情報管理を行えるシステムが構築できないもの
かと思う人もいる。携帯電話には多数のアプリケーションが搭載されており、これらのア
プリケーションを利用すると、様々な情報管理を行える。
【０００４】
【特許文献１】
特開平１０－５３２０２号公報
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
本発明は、上記事情に鑑み、操作性が良好で、使い勝手の良いプリンタを提供することを
目的とする。
【０００６】
【課題を解決するための手段】
上記目的を達成する本発明のプリンタは、記録媒体が装填される媒体装填室を内部に有す
るとともに上面に操作ボタンを有し、その媒体装填室に装填された記録媒体上に画像デー
タに応じた画像を記録し、画像が記録された記録媒体を外部に送り出すプリンタにおいて
、
外部から無線送信されてきた画像データを受信する受信部と、
上記受信部をオペレータ側に見たときの側部に設けられたそのオペレータによって把持さ
れる把持部と、
上記受信部をオペレータ側に見たときのそのオペレータ側もしくはそのオペレータに対す
る向こう側に設けられた、上記媒体装填室に装填され画像が記録された記録媒体が外部に
送り出される送出口とを備えたことを特徴とする。
【０００７】
上記本発明のプリンタは、特に携帯電話と組み合わせることによって威力を発揮する。す
なわち携帯電話からこのプリンタに向けて無線通信によって画像データが送信されたら、
画像の記録が記録媒体上に行なわれる。このプリンタでは、このプリンタの把持部を把持
したまま画像の記録を行なうことも、そのプリンタを適当な場所に置いて画像の記録を行
なうこともでき、使い勝手が良い。
【０００８】
ここで、上記送出口は、上記受信部をオペレータ側に見たときのそのオペレータ側であっ
て、かつ上記受信部よりも下方に設けられたものであることが好ましい。
【０００９】
そうすると、上記受信部が必ず、送出口よりも上方に位置するので、送出口から送り出さ
れている記録媒体が無線通信路を邪魔するといったことが起こらない。
【００１０】
また、受信部は、上下の厚さ方向の中央よりも上部に設けられたものであることが好まし
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い。
【００１１】
このプリンタと携帯電話とが組み合わせて使用される場合には、このプリンタが携帯電話
とほぼ同じ高さか、携帯電話よりも下方に置かれるケースが多いと想定される。
【００１２】
そこで、上記受信部が上部に設けられたものであることで、携帯電話からの画像データの
受信をより確実に行なうことができる。
【００１３】
さらに、このプリンタは上記媒体装填室に、露光により潜像が記録され送り出しの際に現
像剤が展開されて顕像化されるインスタントフィルムが装填され、そのインスタントフィ
ルムを画像データに応じて露光して外部に送り出してからそのインスタントフィルムに現
像剤を展開するものであることが望ましい。
【００１４】
そうすると、このプリンタで携帯電話から無線通信により送られてきたデータにより写真
プリントが行なわれる。その携帯電話の中にはカメラ付きのものやインターネットを通じ
て画像データを取得することができるものがあり、この画像データに基づく画像が写真で
得られる。
【００１５】
【発明の実施の形態】
図１は本発明の実施形態であるプリンタ１を、斜め前方から見た斜視図である。
【００１６】
このプリンタは携帯電話などと組み合わされて使用されるものであって、媒体装填室に、
露光により潜像が記録され送り出しの際に現像剤が展開されて顕像化されるインスタント
フィルムが装填され、そのインスタントフィルムを画像データに応じて露光して外部に送
り出してからそのインスタントフィルムに現像剤を展開するものである。このインスタン
トフィルムが本発明にいう記録媒体に当たる。ここでは記録媒体としてインスタントフィ
ルムを使用しているが、普通紙を使用するプリンタであっても良い。
【００１７】
携帯電話にはＩＲＤＡ（ＩｎｆＲａｒｅｄ　Ｄａｔａ　Ａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ）に準拠
した赤外線通信を行なえるものがあり、この赤外線通信を使用して自分の持つ情報を他の
情報機器へ送信することができ、カメラ付き携帯電話であれば、画像データをこのプリン
タに送信することができる。
【００１８】
このプリンタ１は、そのカメラ付き携帯電話で撮影された画像を表わす画像データまたは
メールなどで携帯電話に送信されてきた画像データが赤外線通信を用いてこのプリンタに
送信されてきたときに、その画像データに基づいてインスタントフィルムシート上に画像
の記録を行なうものであり、さらにその送信された画像データに基づく画像の再記録を、
携帯電話から再送信をわざわざ行なわなくても、プリントスイッチを操作するという簡単
な操作で別の記録媒体上に行なえるものである。
【００１９】
本実施形態のプリンタの構成を、図１を参照して説明する。
【００２０】
このプリンタ１は可搬型であって携帯電話とこのプリンタ双方を手に持って画像の記録を
行なうことが可能な程度の小型かつ軽量の構造を有するものである。このプリンタ１の筐
体１ａ内にインスタントフィルムパックが装填され、そのインスタントフィルムパック内
の、積層された多数のインスタントフィルムシート一枚一枚に画像の記録が行なわれる。
【００２１】
プリンタ１の筐体１ａの上面には操作ボタンとして、このプリンタ１の電源の投入および
遮断を指示する電源スイッチ（以下電源ＳＷという）１１やプリントスイッチ（以下プリ
ントＳＷという）１２やプリントデータ補正スイッチ（以下プリントデータ補正ＳＷとい
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う）１３が設けられている。また、その上面の中央には、ＬＣＤパネル１４が設けられて
おり、このＬＣＤパネル１４上にインスタンフィルムシートの残り枚数やプリントデータ
補正ＳＷ１３の内容が表示される。また、前述した赤外線通信により送信されてきた画像
データを受信する受信部１５ここでは受光素子が携帯電話を対向させ易い筐体１ａの端部
に配備されている。またこのプリンタ１の筐体１ａには、受信部１５をオペレータ側に見
たときの側部に設けられた、そのオペレータによって把持される把持部１１１ａを有して
おり、その受信部１５をオペレータ側に見たときのそのオペレータ側に設けられた、媒体
装填室に装填され画像が記録された記録媒体が外部に送り出される送出口１１ａとを有す
る。
【００２２】
その送出口１１ａは、上記受信部１５をオペレータ側に見たときのそのオペレータ側であ
って、かつ上記受信部１５よりも下方に設けられている。
【００２３】
つまり、オペレータが把持部１１１ａを手で把持したときに携帯電話から画像データの送
信を行い易い位置に受信部が設けられており、またオペレータが把持部を手で把持したま
まインスタントフィルムをこのプリンタ外部へ排出させることができるように送出口１１
ａが受信部１５の下方の位置に設けられている。このように受信部１５をオペレータ側と
見たときの、オペレータ側に受信部１５と送出口１１ａが設けられ、そのオペレータ側の
側部に把持部１１１ａがあると、携帯電話を片手に持って、このプリンタ１をもう一方の
手に持って画像の記録を行なうことができ、使い勝手が良い。
【００２４】
この把持部１１１ａは筐体１ａに凹みを持たせ、ユーザが把持し易い構造になっており、
ユーザが携帯電話を片手に持っていても、もう一方の手でその把持部を簡単に把持するこ
とができる。ここでは携帯電話を右手で持つことが多いことに注目し、このプリンタ１を
左手で把持することができる位置に把持部１１１ａを設けてある。しかし、このプリンタ
１は携帯用のものであるので軽く、特にこの把持部１１１ａを左手で把持しなくても、右
手でこのプリンタを持ったまま、左手に携帯電話を持ってこのプリンタに画像の記録を行
なわせることもできる。
【００２５】
また、このプリンタに外部から画像データが赤外線通信により無線送信され、インスタン
トフィルムをプリンタ外部へと送り出した後、筐体上面にあるプリントＳＷ１２が操作さ
れると、同じ画像の焼き増しが行なわれる。また、プリントデータ補正ＳＷ１３を操作し
てその焼き増しの画像の濃度を変更することもできるので、同じ画像でありながら趣の異
なった写真を楽しめる。このプリントデータ補正ＳＷ１３は、記録媒体に記録される画像
の濃淡（Ｄａｒｋ　ｏｒ　Ｌｉｇｈｔ）を調節するためのスイッチであり、このプリント
データ補正ＳＷ１３がＤＡＲＫ側に切り換えられるとその画像データに基づく画像の全体
の濃度がやや暗くなった画像がインスタントフィルムシート上に記録され、ＬＩＧＨＴ側
に切り換えられると全体の濃度がやや明るくなった画像がインスタントフィルムシート上
に記録される。
【００２６】
図２は後述する光学ヘッドによってそのインスタントフィルムシート上に潜像の記録が行
なわれた後、そのインスタンフィルム１００１上の潜像が顕像化されながら、このプリン
タの送出口からインスタントフィルム１００１が排出されているときの状態を示す図であ
る。
【００２７】
このプリンタでは、赤外線通信により外部から無線送信されてきた画像データをこのプリ
ンタにより取得したら、その取得した画像データに基づく潜像の記録が露光によりインス
タントフィルム上に行なわれ、図２に示すようにその潜像が記録されたインスタントフィ
ルム１００１が顕像化されながら、プリンタ１外部へ排出される。その後プリントＳＷ１
２が操作されたときにも、その画像と同じ画像の再記録が別のインスタントフィルム上に
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行なわれ、図２に示すようにインスタントフィルム１００１が排出される。図２の把持部
をユーザが片手に持って、もう一方の手に携帯電話を持ってその携帯電話から赤外線通信
により画像データを受信部に向けて送信するときには、このプリンタとほぼ同じ高さの位
置に携帯電話を構えるか、あるいはやや高めの位置に携帯電話を構えるのが自然である。
そこで、このプリンタの使い勝手を考えて、送出口１１ａよりも上方の位置に受信部１５
を設けてある。このようにしておくと、画像データの送信中にインスタントフィルム１０
０１がプリンタ１から排出されても、その排出されたインスタントフィルム１００１によ
って送信が妨害されるといったことや把持した手がインスタントフィルム１００１の排出
を妨害するといったことが起こらない。
【００２８】
図３は、このプリンタ１の下面側を斜め上方から見た斜視図である。
【００２９】
このプリンタ１の下面側にはフィルムパック１００を装填するためのフィルムドア１０１
ａが設けられており、このフィルムドア１０１ａが開けられ、フィルムパック１００がフ
ィルム装填室１００ａに装填される。このフィルム装填室が本発明にいう媒体装填室に当
たる。
【００３０】
また、このプリンタ１の電源となる電池１０が装填される電池装填室１０ａもそのフィル
ム装填室１００ａの隣にある。この電池装填室１０ａにもドアが設けられており、そのド
アが開けられ、電池１ｂが装填される。
【００３１】
フィルムドアの内側１０１ａにはバネ部材１０１１ａ，１０１２ａが２つ設けられており
、これらのバネ部材１０１１ａ，１０１２ａによってフィルムパック１００内に積層され
たインスタントフィルムシートがプリンタ１上面側に押されるようになっている。このよ
うな構成によってそのインスタントフィルムパック１００内のインスタントフィルムシー
トのうち、プリンタの一番上面側にあるインスタントフィルムシート１００１が上面側ま
で押し上げられ、その位置に押し上げられたインスタントフィルムシート上に焦点のあっ
た光点が露光により多数記録される。
【００３２】
このようなプリンタ１の内部構成を説明する。
【００３３】
図４は、このプリンタ１の上面側のカバーを外してプリンタ内部を見た図である。
【００３４】
図４に示すように、プリンタ内部に装填されたインスタントフィルムパック内に積層され
ているインスタントフィルムシートのうち、一番上にあるフィルムシート１００１に対向
する位置に光学ヘッド部１６が配設されている。
【００３５】
この光学ヘッド部１６の端部にはヘッドキー１６１が設けられており、そのヘッドキー１
６１が、筐体１ａに支持されているリードスクリュー１６１ａのネジに弾性的に螺合して
いる。また光学ヘッド部１６のヘッドキー１６１が設けられている側とは反対側にはガイ
ド棒１６１１ａが設けられており、このガイド棒１６１１ａに光学ヘッド１６の端部が係
合されている。このガイド棒１６１１ａによって光学ヘッド１６が案内されながら、リー
ドスクリュー１６１ａとヘッドキー１６１の螺合により光学ヘッド１６が移動する。
【００３６】
また図４に示すように光学ヘッド１６にはフラットケーブル１７０が接続されており、こ
のフラットケーブル１７０を介して後述する印刷制御部から画像データに応じた制御信号
が供給される。この制御信号は光学ヘッド１６内の後述する液晶シャッタアレイの各シャ
ッタのシャッタスピードを制御するものである。この各液晶シャッタのシャッタスピード
が画像データに応じて制御され、ＲＧＢそれぞれに対応する光がインスタントフィルム上
に照射され、インスタントフィルムの幅方向に４８０個の光点（ドット）からなる潜像が
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記録される。以降の説明においてはこの幅方向つまり一次元的に各シャッタが配列されて
いる方向を、主走査方向という。したがってこの各シャッタが主走査方向に電子的に走査
されて１ライン分の４８０の光点がインスタントフィルムシート１００１上に記録される
。この光学ヘッド１６の電子走査によってインスタントフィルム１００１の主走査方向に
４８０ドットからなる光点が記録されたら、後述する印刷制御部からの制御信号に基づい
てステッピングモータ１６２ａが駆動されてリードスクリュー１６１ａが所定の角度回転
して、今度はその主走査方向と交わる方向に光学ヘッド１６によって４８０ドットづつ光
点が順次記録されていく。以降の説明ではこの主走査方向と交わる方向を副走査方向とい
う。この副走査方向には、光学ヘッドの１回の主走査で記録される光点４８０ドット分を
１ラインとして６４０ラインの光点がインスタンフィルム全体に渡って記録される。
【００３７】
この光点の集まりによって画像を表わす潜像が記録されたら、展開ローラ１７によりイン
スタントフィルムシート１００１を挟み込んでインスタントフィルム内の現像剤をインス
タントフィルムシート１００１全体に展開させ、潜像を顕像化させプリンタ外部へと送り
出す。このインスタントフィルムシート１００１は自己現像処理型感光材料であり、イン
スタントフィルム１００１が展開ローラ１７で挟み込まれるとインスタントフィルム内に
充填されていた現像剤がインスタントフィルムシート全体に均一に展開され、フィルムシ
ート上の潜像が顕像化されるものである。このように光学ヘッドによってインスタントフ
ィルム上に、所定の副走査方向に移動しながらその副走査方向に交わる主走査方向に並ん
だ光点を画像データに応じて照射することによりそのインスタントフィルム上に潜像が記
録される。
【００３８】
ここで光学ヘッド１６の構成を、図５を参照して説明しておく。
【００３９】
図５は光学ヘッドの構成を示す模式図である。
【００４０】
この図５には導光板１６４の端部に配設された発光素子１６３Ｒ，１６３Ｇ，１６３Ｂの
配列順序と、インスタントフィルム上に光点となって照射されるＲ、Ｇ、Ｂの光の進行方
向が矢印によって模式的に示されている。
【００４１】
図５に示すように、この光学ヘッド１６は光の３原色であるＲ，Ｇ，Ｂそれぞれの発光素
子１６３Ｒ，１６３Ｇ，１６３Ｂと、導光板１６４と、前述した液晶シャッタアレイ１６
５と、レンズ１６６とからなる。
【００４２】
図５に示すように、３原色の発光素子１６３Ｒ，１６３Ｇ，１６３Ｂそれぞれが導光板１
６４の端部に配設されており、それらの発光素子で発光された光がその導光板１６４によ
ってインスタントフィルム１００１側に導かれる。このインスタントフィルムシート１０
０１側に導かれた光の進路が導光板１６４によって変更され、インスタントフィルムシー
ト１００１上に照射される。この照射された光は液晶シャッタアレイ１６５の各シャッタ
を通り、その先にあるセルフォックレンズ（登録商標）１６６を通ってインスタンフィル
ム１００１まで達する。このように液晶シャッタアレイ１６５の各シャッタによって光量
が調節された光が、セルフォックレンズ（登録商標）によってインスタントフィルム上に
収束されて焦点のあった光点がインスタントフィルム上に多数記録される。ここでは４８
０素子の液晶シャッタアレイを用いて画像データに応じて各シャッタのシャッタスピード
を制御することで画像データに応じた階調を持つ４８０の光点がインスタントフィルム上
に記録される。これが副走査方向にも６４０ライン分記録され、４８０×６４０（ＶＧＡ
サイズ）の光点がインスタントフィルム上に潜像として記録される。この潜像は、Ｒ，Ｇ
，Ｂの３色の光をセルフォックレンズ（登録商標）１６６によって同一の光点に記録させ
たカラー画像を表わす潜像である。
【００４３】
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これら光学ヘッド１６、展開ローラ１７ｂ、ステッピングモータ１６２ａを駆動する構成
ブロック図６を参照して、動作を説明する。
【００４４】
図６はこのプリンタ内部の制御系統を示す構成ブロック図である。
【００４５】
図６に示すように、このプリンタの動作は統括的にＣＰＵ１８０により制御される。
【００４６】
このプリンタ１の電源が遮断されてもこのプリンタ１の制御を行なえるように、電池１ｂ
から電力が直接供給されている。他に電源部１８１と展開モータドライバ１７ａには電池
１ｂから電力が直接供給されているが、電源部１８１、展開モータドライバ１７ａはＣＰ
Ｕ１８０からの指示がない限り動作しないので電力が消費されない。また、画像処理部１
８２、ステッピングモータ１６２１ａ、印刷処理部１８３、揮発性メモリであるＲＡＭ１
８４、不揮発性メモリであるＦＬＡＳＨＭＥＭＯＲＹ１８５、画像処理部１８２内の外部
ＩＦ１８２１への電力供給は電源部を介して行なわれ、この電源部がＣＰＵ１８０により
制御され、ＣＰＵの指示がない限り、各部には電力が供給されない。図６には電池から電
力を直接供給する電源線、および電池から電源部を介して電力を供給する電源線がそれぞ
れ太線で示されている。なお、図６には点線で制御線と検出線もそれぞれ示してある。
【００４７】
このような構成にすることで、ＣＰＵ１８０と電源部１８１によって必要なところにのみ
に電力を供給することができ、電池１ｂの長寿命化が図られる。前述したようにこのプリ
ンタ１の電池装填室１０ａに電池１ｂが装填されると、その電池１ｂで長期に渡ってこの
プリンタが使用される。
【００４８】
また、ＣＰＵ１８０には図１に示した各種スイッチ１０が接続されており、これらの各種
スイッチ１０の操作に応じて図６各部の制御を行なう。この各種スイッチのうち、電源Ｓ
Ｗ１１が投入された後、赤外線通信またはＵＳＢ通信により画像データが外部から送られ
てきたときには、各種スイッチが操作されなくてもＣＰＵの制御の基に画像の記録が行な
われる。
【００４９】
このＣＰＵ１８０には、光学ヘッド１６の温度を検出する温度センサ１８０Ａと、光学ヘ
ッド１６の記録開始位置を検出する原点センサ１８０Ｂと、光学ヘッド１６の終端位置を
検出する終端センサ１８０Ｃからの検出信号が供給されており、ＣＰＵ１８０では温度セ
ンサ１８０Ａからの検出信号に応じて光学ヘッド１７内の各シャッタのシャッタスピード
を印刷制御部１８３に制御させるとともに、光学ヘッド１７を副走査方向に移動させると
きの移動開始位置と、終端位置とをそれぞれ原点センサと終端センサにより検出して、印
刷制御部にステッピングモータを制御させている。
【００５０】
ここで、電源ＳＷ１１が投入された後、外部から画像データが送信されてきたときに、Ｃ
ＰＵ１８０がどのような動作を各部に行わせるかを説明する。
【００５１】
赤外線通信により画像データが外部からこのプリンタ１に送られてきたときには、外部Ｉ
／Ｆ１８２１を有する画像処理部１８２がその赤外線を受信部１５によって受光したとき
にＣＰＵ１８０に対し受信有りの信号を出力する。ＣＰＵはこの信号を受けて画像処理部
１８２にＲＡＭとＦＬＡＳＨＭＥＭＯＲＹ双方の画像データの消去を行なわせる。さらに
、画像処理部に新たな画像データの受信を行なわせ、その受信した画像データを、バスを
介してＲＡＭ１８４に記憶させる。なお、この画像処理部１８２の外部Ｉ／ＦはＵＳＢ通
信により画像データが送信されてきても受信することができるようになっている。
【００５２】
ＣＰＵ１８０は，外部からの画像データをＲＡＭに記憶させたら、そのＲＡＭ１８４に格
納されている画像データを画像処理部１８２に読み出させ、その画像処理部１８２でプリ
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ントデータを生成させる。なお、このプリントデータとは画像処理部で適当な処理を施し
、光学ヘッド１７の各シャッタのシャッタスピードを制御することができるようになった
データを指しており、上記画像取得部により取得された画像データとは異なる。
【００５３】
ＣＰＵ１８０は、このプリントデータを画像処理部１８２に生成させたら、画像処理部１
８２にそのプリントデータの転送を行なわせ、印刷制御部１８３に各シャッタのシャッタ
スピードの制御を行なわせる。そうすると、そのプリントデータに応じて、主走査方向に
配列されている各シャッタの開口時間つまりシャッタスピードが制御され、各シャッタを
通過するＲ，Ｇ，Ｂ３色の光量がそれぞれ調節される。さらに印刷制御部１８３に、ステ
ッピングモータドライバ１６２１ａを制御させ、ステッピングモータ１６２ａにより光学
ヘッド１６を副走査方向に走査させ、その走査の度にプリントデータに応じて各シャッタ
のシャッタスピードを、印刷制御部１８３に制御させ、副走査方向の各光点の光量をそれ
ぞれ調節させる。このようにしてすべての光点の光量を調節させ、それらの光点の集まり
からなる画像を表わす潜像をインスタントフィルム上に記録させる。
【００５４】
この光学ヘッドによってインスタントフィルム上に潜像を記録させた後、ＣＰＵ１８０は
電源部１８１の出力をオフさせ、展開モータドライバ１７ａにより展開モータ１７を駆動
させる。
【００５５】
この展開モータ１７により展開ローラを回転させ、インスタントフィルムを挟み込ませな
がら、現像液をインスタントフィルム全体に展開させながら、潜像を顕像化させてインス
タントフィルムをプリンタ外部へと排出させる。
【００５６】
以上が、電源ＳＷ１１により電源が投入された後、赤外線通信により画像データが無線送
信されてきたときにＣＰＵ１８０が各部に行なわせる処理である。
【００５７】
次に、プリントＳＷ１２が操作されたときにＣＰＵ１８０が各部に行なわせる処理を説明
する。
【００５８】
プリントＳＷ１２が操作されたことを受けて、ＣＰＵ１８０は画像処理部１８２にＲＡＭ
１８４に格納されている画像データの読み出しを行なわせる。この読み出した画像データ
に基づいて画像処理部１８２にプリントデータを生成させ、印刷処理部１８３へ転送させ
る。印刷処理部１８３ではそのプリントデータに基づき、光学ヘッド１７の各シャッタを
制御してインスタントフィルム上に照射される光量をそれぞれ調節させる。この各光点の
光量をそれぞれ調節させることによってインスタントフィルム上に画像データに応じた光
量が照射され、画像データに応じた潜像が記録される。
【００５９】
ＣＰＵ１８０は、この潜像の記録が終了したことを終端センサ１８０Ｃの検出信号の変化
により検出して、ＣＰＵ１８０から電源部１８１に電源部１８１の出力をオフさせる指示
を出すとともに、展開モードドライバ１７ａに展開モータ１７の駆動指示を出す。
【００６０】
展開モータ１７によりインスタントフィルムを展開ローラ側に送り出させるための爪（図
示せず）を駆動させ、インスタントフィルムを展開ローラ側に送り出させ、さらに展開ロ
ーラにインスタントフィルムを挟持させ、インスタントフィルムをプリンタ外部へと排出
させる。この展開ローラに挟持させることにより、インスタントフィルム内に充填されて
いた現像剤をインスタントフィルム全体に展開させ、潜像を顕像化させる。
【００６１】
このようにしてプリントＳＷ１２が操作されたときには、ＲＡＭ１８４内に格納されてい
る画像データに基づく画像がインスタントフィルム上に記録される。
【００６２】
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このようなプリンタによって携帯電話機内にある情報を無線送信してインスタントフィル
ム上に画像を記録することができる。また把持部を把持したまま、携帯電話から画像デー
タを送信するだけで画像の記録を行なえるので、使い勝手の良いプリンタが実現される。
さらにこのプリンタは小型軽量のものであるので、携帯電話といっしょにどこにでも持ち
歩くことができる。このように携帯電話と組み合わせることによってこのプリンタの威力
が如何なく発揮される。
【００６３】
図７は別の実施形態を示す図である。
【００６４】
図７には送出口が、受信部１５側をオペレータ側に見たときのそのオペレータに対する向
こう側に設けられた場合の例である。
【００６５】
このプリンタのようにこのプリンタを使用するオペレータに対する向こう側に送出口（不
図示）を設けても良い。このようにしてもオペレータがこのプリンタ１の把持部を把持し
たまま、携帯電話の送信部を受信部に向けて画像データを送信することができ、その画像
データに基づく画像が記録されたインスタントフィルムの排出を持ち手によって邪魔する
こともない。
【００６６】
なお、本実施形態のプリンタは、インスタントフィルムを用いたものを示したが、インク
ジェット方式のプリンタなどであっても良い。
【００６７】
【発明の効果】
以上、説明したように、本発明のカメラによれば、操作性が良く、使い勝手の良いプリン
タを提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の実施形態であるプリンタを斜め上方から見た斜視図である。
【図２】プリンタ内部に装填されたインスタントフィルムがプリンタ外部に排出されてい
るときの状態を示す図である。
【図３】本発明の実施形態であるプリンタの背面を斜め上方から見た斜視図である。
【図４】図１のプリンタの上面カバーを取り外し、前方斜め上方からそのプリンタ内部を
見た図である。
【図５】図４に示した光学ヘッドの構成を示す模式図である。
【図６】プリンタ内部の制御構成を示すブロック図である。
【図７】別の実施形態を示す図である。
【符号の説明】
１　プリンタ
１ａ　筐体
１０ａ　電池装填室
１１ａ　送出口
１１１ａ　　把持部
１ｂ　電池
１００ａ　　フィルム装填室
１０１ａ　　フィルムドア
１０１１ａ　１０１２ａ　　バネ部材
１００　　インスタントフィルムパック
１００１　　インスタントフィルムシート
１０　　各種スイッチ
１１　　電源ＳＷ
１２　　プリントＳＷ
１３　　プリントデータ補正ＳＷ
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１４　　ＬＣＤパネル
１５　　受信部
１６　　光学ヘッド
１６１　　ヘッドキー
１６１ａ　　リードスクリュー
１６１１ａ　　ガイド棒
１６２ａ　　ステッピングモータ
１６２１ａ　　ステッピングモータドライバ
１６３Ｒ　１６３Ｇ　１６３Ｂ　　発光素子
１６４　　導光板
１６５　　液晶シャッタアレイ
１６６　　セルフォックレンズ（登録商標）
１７　　展開モータ
１７ａ　　展開モータドライバ
１７ｂ　　展開ローラ
１８０　　ＣＰＵ
１８０Ａ　　温度センサ
１８０Ｂ　　原点センサ
１８０Ｃ　　終端センサ
１８１　　電源部
１８２　　画像処理部
１８２１　　外部Ｉ／Ｆ
１８３　　印刷処理部
１８４　　ＲＡＭ
１８５　　ＦＬＡＳＨＭＥＭＯＲＹ
【図１】 【図２】
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