
JP 4553441 B2 2010.9.29

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　画像及びこの画像に関連する文字を通信で送受信する通信手段と、
　前記通信手段を介して受信した画像及びこの画像に関連する文字を記憶する記憶手段と
、
　少なくとも前記記憶手段に記憶された画像及びこの画像に関連する文字をそれぞれ別々
に表示可能な画像表示手段及び文字表示手段と、
　前記画像表示手段及び文字表示手段における表示をそれぞれ制御する表示制御手段と、
　プリンタと接続される第１の接続手段と、
　前記画像表示手段に表示された画像に前記文字表示手段に表示された文字を、前記画像
表示手段の画面上でユーザが指定したプリント位置にスーパーインポーズした画像を前記
第１の接続手段を介してプリント出力する出力手段と、を備え、
　前記表示制御手段は、前記記憶手段に記憶された前記画像及びこの画像に関連する文字
を前記画像表示手段及び文字表示手段に表示させる場合には、前記画像表示手段及び文字
表示手段を同時に動作させて同時に表示させることを特徴とする携帯通信端末。
【請求項２】
　撮像手段を有し、前記表示制御手段は、前記記憶手段に記憶された画像又は前記撮像手
段によって取得した画像を前記画像表示手段に表示させることを特徴とする請求項１の携
帯通信端末。
【請求項３】
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　文字入力手段を有し、前記表示制御手段は、前記記憶手段に記憶された文字又は前記文
字入力手段によって入力した文字を前記文字表示手段に表示させることを特徴とする請求
項１又は２の携帯通信端末。
【請求項４】
　前記画像表示手段はカラー表示手段であり、前記文字表示手段は白黒表示手段である請
求項１乃至３のいずれかに記載の携帯通信端末。
【請求項５】
　前記文字表示手段は前記画像表示手段よりも解像度が低いことを特徴とする請求項１乃
至４のいずれかに記載の携帯通信端末。
【請求項６】
　前記表示制御手段は、前記携帯通信端末の使用状況に応じて前記画像表示手段及び文字
表示手段を同時に動作させ、又はいずれか一方のみを動作させ、他方を消灯制御すること
を特徴とする請求項１乃至５のいずれかに記載の携帯通信端末。
【請求項７】
　電話機としての機能を含む請求項１乃至６のいずれかに記載の携帯通信端末。
【請求項８】
　撮像手段を有し、前記通信手段を介して受信した画像を前記画像表示手段に表示すると
ともに、前記撮像手段で撮像した画像を前記通信手段を介して送信するテレビ電話として
の機能を含む請求項７の携帯通信端末。
【請求項９】
　撮像手段を有し、該撮像手段で撮像した画像を前記記憶手段に記録する電子カメラとし
ての機能を含む請求項７又は８の携帯通信端末。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は携帯通信端末に係り、特に画像や文字を通信で送受信することができる携帯電話
などの携帯通信端末に関する。
【０００２】
【従来の技術】
近年、携帯電話などの移動体通信技術が進歩し、その送受信機である携帯電話も高機能化
され、画像や文字を入力したり出力することが可能になってきた。また、テレビ電話とし
て使用できる携帯電話も開発されている。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
ところで、画像や文字の送受信が可能な携帯電話の場合、画像、文字、及び通信情報等の
多くの情報を液晶ディスプレイに表示する必要があるが、携帯電話の液晶ディスプレイは
比較的小さいため、多くの情報を一度に表示することができないという問題がある。
【０００４】
そこで、多くの情報を一度に表示することができる大きな液晶ディスプレイを携帯電話に
設けることが考えられるが、この場合には、液晶ディスプレイでの消費電力が大きくなる
という問題がある。一方、画像と文字とを重ねて表示することも考えられるが、この場合
には画像及び文字がそれぞれ見にくくなるという問題がある。
【０００５】
本発明はこのような事情に鑑みてなされたもので、携帯電話などの携帯通信端末で送受信
する画像及び文字などを良好に表示することができるとともに、省エネ化及び低コスト化
を図ることができる携帯通信端末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】
　前記目的を達成するために、本願請求項１に係る携帯通信端末は、画像及びこの画像に
関連する文字を通信で送受信する通信手段と、前記通信手段を介して受信した画像及びこ
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の画像に関連する文字を記憶する記憶手段と、少なくとも前記記憶手段に記憶された画像
及びこの画像に関連する文字をそれぞれ別々に表示可能な画像表示手段及び文字表示手段
と、前記画像表示手段及び文字表示手段における表示をそれぞれ制御する表示制御手段と
、プリンタと接続される第１の接続手段と、前記画像表示手段に表示された画像に前記文
字表示手段に表示された文字を、前記画像表示手段の画面上でユーザが指定したプリント
位置にスーパーインポーズした画像を前記第１の接続手段を介してプリント出力する出力
手段と、を備え、前記表示制御手段は、前記記憶手段に記憶された前記画像及びこの画像
に関連する文字を前記画像表示手段及び文字表示手段に表示させる場合には、前記画像表
示手段及び文字表示手段を同時に動作させて同時に表示させることを特徴としている。即
ち、画像と文字をそれぞれ別々の表示手段に表示することにより、画像と文字とを同時に
かつ両者が重ならず見やすく表示できるようにしている。一方、プリント時には、前記文
字をユーザが指定したプリント位置にスーパーインポーズした画像をプリント出力するこ
とができる。
【０００７】
本願請求項２に係る携帯通信端末は、撮像手段を有し、前記表示制御手段は、前記記憶手
段に記憶された画像又は前記撮像手段によって取得した画像を前記画像表示手段に表示さ
せることを特徴としている。また、本願請求項３に係る携帯通信端末は、文字入力手段を
有し、前記表示制御手段は、前記記憶手段に記憶された文字又は前記文字入力手段によっ
て入力した文字を前記文字表示手段に表示させることを特徴としている。
【０００８】
本願請求項４に示すように、前記画像表示手段はカラー表示手段であり、前記文字表示手
段は白黒表示手段であることを特徴としている。また、本願請求項５に示すように、前記
文字表示手段は前記画像表示手段よりも解像度が低いことを特徴としている。即ち、文字
表示手段は画像表示手段よりも安価なものを使用し、低コスト化を図っている。尚、文字
は、一般に白黒で表示するのが見やすく、また画像表示に必要な解像度まで要求されない
。
【０００９】
前記表示制御手段は、本願請求項６に示すように前記携帯通信端末の使用状況に応じて前
記画像表示手段及び文字表示手段を同時に動作させ、又はいずれか一方のみを動作させ、
他方を消灯制御することを特徴としている。例えば、使用状況により文字表示のみで十分
の場合には、画像表示手段を消灯制御し、これにより省エネ化を図っている。
【００１０】
本願請求項７、８及び９に係る携帯通信端末は、電話機としての機能、テレビ電話として
の機能、及び電子カメラとしての機能を含むことを特徴としている。
【００１２】
【発明の実施の形態】
以下添付図面に従って本発明に係る携帯通信端末の好ましい実施の形態について詳説する
。
〔本発明が適用されるシステムの概要〕
図１は本システムの概念図である。同図に示すように、デジタルカメラ１０で撮影された
画像又はサーバ１２に記憶されている画像データや文字データは、携帯電話１４に無線又
は有線で送信される。携帯電話１４は、公衆回線１６を通じて携帯通信端末としての携帯
電話１００と通信を開始し、デジタルカメラ１０やサーバ１２に準備されている画像デー
タや文字データを携帯電話１００に送信する。
【００１３】
尚、携帯電話１４がカメラ機能を有する場合には、該携帯電話１４で撮影して得た画像デ
ータを携帯電話１００に送信することができ、また、携帯電話１４で文字入力した文字デ
ータも携帯電話１００に送信することができる。
【００１４】
上記携帯電話１００は、携帯型プリンタ２００と通信ケーブル１８や無線通信（例えば、
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近距離及び低消費電力の通信を目的としたブルートゥース(Bluetooth) 規格の無線通信) 
によって接続され、あるいは後述するようにダイレクトに相互のコネクタが接続できるよ
うになっている。
【００１５】
図２は図１に示した携帯電話１００の拡大正面図である。同図に示すように、携帯電話１
００の上面には公衆回線と無線通信するためのアンテナ１０１が設けられ、前面には音声
を出力するスピーカ１０２と、通信情報、画像及び文字等を表示するための液晶ディスプ
レイ（ＬＣＤ）１０３と、電話番号、文字、画像の指定等を行うための各種の操作ボタン
１０４と、音声を入力するマイク１０５とが設けられ、下面には外部機器とのデータ通信
用のコネクタ１０６が設けられている。
【００１６】
一方、携帯型プリンタ２００は、バッテリーで駆動できる小型軽量の携帯型のもので、ポ
ケットに入るサイズであり、プリントサイズは縦×横がそれぞれ２ｃｍ～１０ｃｍ程度で
ある。また、この携帯型プリンタ２００は、インスタントフイルム２３２を使用するプリ
ンタであり、表示部や操作部等が設けられていないシンプルで安価な構成となっている。
【００１７】
そして、上記携帯電話１００と携帯型プリンタ２００とを使用したプリントシステムでは
、携帯電話１００を操作することにより携帯電話１００から携帯型プリンタ２００に画像
データや文字データ等を送信し、携帯型プリンタ２００で画像や文字をインスタントフイ
ルム２３２に印画するようにしている。
〔携帯電話と携帯型プリンタとの接続〕
図３乃至図７はそれぞれ携帯電話と携帯型プリンタとの接続の態様を示す外観図である。
【００１８】
図３及び図４はそれぞれ携帯電話と携帯型プリンタとを縦長に接続した場合の実施の形態
を示しており、図３に示す実施の形態では、携帯電話１００の底面に設けられたコネクタ
１０６と、携帯型プリンタ２００のインスタントフイルム２３２の排出側と反対側の面に
設けられたコネクタ２０１とを直接接続するようにしている。
【００１９】
また、図４に示す実施の形態では、携帯電話１００の下部を携帯型プリンタ３００の凹部
３０１に挿入し、携帯電話１００の底面に設けられたコネクタ１０６と、携帯型プリンタ
３００の凹部３０１の底面に設けられたコネクタ３０２とを直接接続するようにしている
。
【００２０】
図５乃至図７はそれぞれ携帯電話と携帯型プリンタとを重ねて接続した場合の実施の形態
を示しており、図５に示す実施の形態では、携帯電話１００が携帯型プリンタ３１０の凹
部３１１に挿入され、これにより携帯電話１００と携帯型プリンタ３１０とが重ねられて
一体的に結合される。また、携帯電話１００が携帯型プリンタ３１０の凹部３１１に挿入
されると、携帯電話１００の底面に設けられたコネクタ１０６が、携帯型プリンタ３００
の凹部３１１の底面に設けられたコネクタ３１２に直接接続される。
【００２１】
図６及び図７に示す実施の形態では、携帯電話１００のバッテリー装着部１０７に装着さ
れているバッテリー１０８を外し、前記バッテリー装着部１０７に携帯型プリンタ３２０
の凸部３２１（この凸部３２１はバッテリー１０８と同じ形状のもの）を装填し、これに
より図７に示すように携帯電話１００と携帯型プリンタ３２０とが重ねられて一体的に結
合される。尚、バッテリー１０８は、携帯電話１００の外装の一部を兼ねているバッテリ
ーパックであり、また、携帯型プリンタ３２０の凸部３２１は、バッテリー装着部１０７
に装着するためのバッテリー１０８と同じ係合部（図示せず）を有している。
【００２２】
また、図６に示すように携帯電話１００のバッテリー装着部１０７内にはコネクタ１０９
が設けられ、一方、携帯型プリンタ３２０の凸部３２１にはバッテリーが内蔵されるとと
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もにコネクタ３２２が設けられており、携帯電話１００と携帯型プリンタ３２０とが一体
的に結合されると、前記コネクタ１０９、３２２間が接続され、また、携帯型プリンタ３
２０のバッテリーから携帯電話１００に電源を供給できるようにしている。
【００２３】
図３乃至図７に示したように携帯電話と携帯型プリンタとをメカ的に直接接続することに
より、携帯電話と携帯型プリンタとを片手で把持し、他方の手でプリントに必要な操作等
を行うことができる。尚、携帯電話と携帯型プリンタとのメカ的な接続方式は、上記実施
の形態には限らない。
【００２４】
また、携帯電話と携帯型プリンタとの合体時又は連結時には、携帯型プリンタのバッテリ
ーを主電源として使用してもよいし、携帯電話側のバックアップ電源としたり、又は携帯
型プリンタのバッテリーによって携帯電話側のバッテリーを充電するようにしてもよい。
更に、携帯型プリンタのバッテリーを携帯電話と同一タイプの着脱式にすれば、携帯電話
のバッテリーが消耗したときに携帯型プリンタのバッテリーを使用することができる。
〔２画面構成の携帯電話〕
図８及び図９はそれぞれ２つの表示部を有する携帯電話の外観図である。図８に示す携帯
電話３３０は、第１のＬＣＤ３３１が電話本体に設けられ、第２のＬＣＤ３３２が携帯電
話の操作部の一部を開閉する蓋３３３の内側に設けられている。
【００２５】
第１のＬＣＤ３３１は、主として通信情報及び文字を表示するために使用され、例えば画
素数の少ない白黒の液晶パネルが適用され、第２のＬＣＤ３３２は、主として画像を表示
するために使用され、例えば画素数の多いカラー液晶パネルが適用される。
【００２６】
上記第１のＬＣＤ３３１及び第２のＬＣＤ３３２は、それぞれ独立して表示制御ができる
ようになっている。そして、携帯電話３３０を使用する際に文字の表示のみで十分の場合
（例えば、待受中や通常の通話中）には、第１のＬＣＤ３３１のみを動作させ、第２のＬ
ＣＤ３３２を消灯制御し、これにより省エネ化を図ることができる。また、文字と画像と
を同時表示する際には、両者を別々の画面に表示することができるため、文字と画像とが
重ならず見やすいという利点がある。更に第１のＬＣＤ３３１は、第２のＬＣＤ３３２に
比べて安価なものを使用することができる。
【００２７】
図９に示す携帯電話３４０は、表示部３４１と操作部３４２とがヒンジ結合され、未使用
時に折り畳むことができる携帯電話であり、表示部３４１には主として文字を表示するた
めの第１のＬＣＤ３４３と、画像を表示するための第２のＬＣＤ３４４とが配設されてい
る。また、表示部３４１には撮像部３４５が設けられており、この撮像部３４５は、携帯
電話３４０をテレビ電話として使用する場合には動画を撮影し、電子カメラとして使用す
る場合には静止画を撮影することができる。
〔携帯型プリンタの内部機構〕
図１０は携帯型プリンタ２００の拡大断面図である。同図に示すように、携帯型プリンタ
２００の外装ケース２０２内には、展開ローラ２１０、マルチ発光ヘッド２２０、フイル
ムパック２３０を収納するパック収納部２０３等が設けられており、外装ケース２０２の
下部にヒンジ部２０４を介してパック装填蓋２４０が開閉自在に取り付けられている。尚
、符号２０５で示す部分には、バッテリー収納部や回路基板等が設けられている。また、
符号２０７はインスタントフイルム２３２の排出口を示す。
【００２８】
パック装填蓋２４０は、通常は図１０に示すように閉じ位置にロックされており、フイル
ムパック２３０を装填したり取り出したりするときに、スライドつまみ２０６を操作する
ことにより開放される。
【００２９】
フイルムパック２３０は、プラスチック製ケース２３１と、これに積層して収納される例
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えば１０枚のモノシートタイプのインスタントフイルム２３２とから構成されており、パ
ック装填蓋２４０の内側に設けられた押圧部２４１、２４１によって最上層のインスタン
トフイルムがケース２３１の露光開口２３１Ａに位置するように付勢されている。
【００３０】
インスタントフイルム２３２は、図１１に示すように感光シート２３３と、この感光シー
ト２３３の反対側の受像シート２３４と、これらの感光シート２３３と受像シート２３４
との上方に位置し、現像液を封入した現像液ポッド２３５と、感光シート２３３と受像シ
ート２３４との下方に位置し、余った現像液を吸収するトラップ部２３６とから構成され
ている。そして、感光シート２３３を露光することによって光化学的に潜像を形成した後
、この感光シート２３３と受像シート２３４とを重ね合わせ、その両者間に現像処理液を
展開しながら両シートを加圧することによって受像シートにポジ画像が転写される。尚、
この実施の形態では、インスタントフイルム２３２は名刺の約半分のサイズであり、この
インスタントフイルム２３２に印画される画像サイズは、３×３ｃｍ～４×４ｃｍ程度の
正方形である。もちろん、インスタントフイルムのサイズは、この実施の形態に限らず、
またプリント画像は正方形に限らないが、画像サイズが小さい程、正方形に近い方が好ま
しい。
〔インスタントフイルムの押圧部〕
図１０に示すようにパック装填蓋２４０の内側には、フイルムパック２３０側に向けて突
出する上下一対の押圧部２４１、２４１が設けられている。この押圧部２４１は、フイル
ムパック２３０の押圧用開口２３１Ｂと対向する位置に設けられており、パック装填蓋２
４０の閉時に押圧用開口２３１Ｂからフイルムパック２３０内に挿入され、遮光カバー３
６７を介してインスタントフイルム２３２を背面側から押圧する。これにより、露光開口
２３１Ａの背面側に位置決めされたインスタントフイルム２３２が露光開口２３１Ａの周
縁に押し付けられ、露光の平面性が保持される。
【００３１】
上記押圧部２４１は、突出ブロック２４２、伸長枠２４３、保持枠２４４及び板バネ２４
５から構成されている。突出ブロック２４２は、伸長枠２４３内に収納されており、板バ
ネ２４５によってパック装填蓋２４０の内壁面から突出する方向に付勢されている。また
、伸長枠２４３は保持枠２４４内に収納されている。
【００３２】
保持枠２４４は、後端がパック装填蓋２４０に固定されており、先端に伸長枠２４３を出
し入れさせるための孔が形成されている。伸長枠２４３の後端部にはフランジが設けられ
ており、このフランジが保持枠２４４の孔の周縁に引っ掛かり、保持枠２４４から抜け出
ないようになっている。また、伸長枠２４３の先端には、突出ブロック２４２を出し入れ
させるための孔が形成されている。突出ブロック２４２の後端部にはフランジが設けられ
ており、このフランジが伸長枠２４３の孔の周縁に引っ掛かり、伸長枠２４３から抜け出
ないようになっている。
【００３３】
上記構成の押圧部２４１は、突出ブロック２４２と伸長枠２４３との２つの移動部材の合
計突出量を大きくすることができるとともに、突出ブロック２４２及び伸長枠２４３を収
納する保持枠２４４の突出量を小さくすることができ、これにより携帯型プリンタ２００
の小型化を図ることができる。
〔インスタントフイルムの送り出し部〕
図１２乃至図１４に示すように、インスタントフイルム２３２のフイルム送り出し部２１
１は、主として一対の展開ローラ２１０と、展開モータ２１２と、駆動機構２１３とから
構成されている。駆動機構２１３は、図１４に示すように減速ギアトレイン２１４及びク
ロー機構２１５を含む。
【００３４】
図１４に示すようにケース２３１の露光開口２３１Ａの下部には、クロー部材２１５Ａが
入り込む切欠き２３１Ｃが設けられている。クロー部材２１５Ａは、クロー機構２１５に
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よって駆動され、切欠き２３１Ｃ内に入り込んだ状態で下方から上方に向けて移動し、ケ
ース２３１内の最前列に位置するインスタントフイルム２３２の下端に当接する。そして
、そのまま上方に移動することにより、インスタントフイルム２３２をケース２３１にお
いて上方に押し上げ、ケース２３１のフイルム出口２３１Ｄからインスタントフイルム２
３２の先端を送り出す。
クロー機構２１５は、展開モータ２１２に連結された減速ギアトレイン２１４の回転運動
を上下方向のスライド運動に変換して、クロー部材２１５Ａを上下方向にスライド移動さ
せる。
【００３５】
一方、一対の展開ローラ２１０は、図１４に示すようにインスタントフイルム２３２の受
像シート２３４に対面する第１展開ローラ２１０Ａと、感光シート２３３に対面する第２
展開ローラ２１０Ｂとからなる。第２展開ローラ２１０Ｂの一端には減速ギアトレイン２
１４と噛合する駆動ギア２１６が設けられており、第２展開ローラ２１０Ｂは、展開モー
タ２１２から減速ギアトレイン２１４及び駆動ギア２１６を介して駆動力が伝達され、図
１４上で時計回り方向に回転させられる。また、第２展開ローラ２１０Ｂの駆動ギア２１
６の近傍には伝達ギア２１７が設けられており、この伝達ギア２１７は第１展開ローラ２
１０Ａの一端に設けられた従動ギア２１８に噛合する。これにより、第１展開ローラ２１
０Ａは、第２展開ローラ２１０Ｂと反対の反時計回り方向に従動回転する。
【００３６】
また、第１展開ローラ２１０Ａは、インスタントフイルム２３２の厚み方向において移動
自在とされており、バネ付勢によって第２展開ローラ２１０Ｂに押し付けられる。これに
より、一対の展開ローラ２１０はインスタントフイルム２３２を適正に押圧することがで
き、現像液を均一に展延することができる。
〔発光ヘッド〕
次に、マルチ発光ヘッド２２０について説明する。
【００３７】
図１３に示すようにマルチ発光ヘッド２２０は、その長手方向（矢印Ｍで示す主走査方向
）がインスタントフイルム２３２の搬送方向（矢印Ｓで示す副走査方向）に対して直交す
るように、フイルムパック２３０の露光開口２３１Ａの上端近くに固定配置されている。
【００３８】
図１５は上記マルチ発光ヘッド２２０の断面図である。このマルチ発光ヘッド２２０は、
ケース２２１内に有機発光素子アレイユニット２２２と微小レンズアレイ（セルフォック
レンズ群、あるいは微小レンズ群などで構成される）２２３とを配置して構成されている
。
【００３９】
有機発光素子アレイユニット２２２は、発光スペクトルのピーク波長が６００～７４０ｎ
ｍである赤色（Ｒ）領域の有機発光素子アレイ２２２Ｒと、発光スペクトルのピーク波長
が５００～６００ｎｍである緑色（Ｇ）領域の有機発光素子アレイ２２２Ｇと、発光スペ
クトルのピーク波長が３８０～５００ｎｍである青色（Ｂ）領域の有機発光素子アレイ２
２２Ｂとから構成されている。有機発光素子アレイ２２２Ｒ、２２２Ｇ、２２２Ｂは、イ
ンスタントフイルム２３２の幅方向（主走査方向）に画素に対応する多数の発光素子が配
列されて構成され、インスタントフイルム２３２の送り方向（副走査方向）に並べて設け
られている。各有機発光素子アレイ２２２Ｒ、２２２Ｇ、２２２Ｂの各素子は、記録する
画素に応じてその発光輝度及び発光時間が制御される。
【００４０】
微小レンズアレイ２２３は、画素ごとのプリント光が他の画素位置まで広がることを防止
する。また、微小レンズアレイ２２３は、Ｒ、Ｇ、Ｂの各光をインスタントフイルム２３
２の感光面上に１ラインで合焦させるように、中央部のＧ光用セルフォックレンズ２２３
Ｇに対して、両側のＲ光用及びＢ光用セルフォックレンズ２２３Ｒ、２２３Ｂを傾斜して
配置してある。
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【００４１】
尚、有機発光素子の指向性が高い場合には、微小レンズアレイ２２３を除去することもで
きる。また、有機発光素子アレイ２２２Ｒ、２２２Ｇ、２２２Ｂから微小レンズアレイ２
２３までの光路中に、必要に応じてバンドパスフィルタを設けてもよい。バンドパスフィ
ルタは、有機発光素子の発光スペクトルの半値幅を小さくして、インスタントフイルム２
３２への露光時の分光混色を低減させ、得られる画像の色再現性を高めるのに有効である
。
【００４２】
上記マルチ発光ヘッド２２０は、一対の展開ローラ２１０によるインスタントフイルム２
３２の送り出し中（副走査中）に主走査されて１ラインずつインスタントフイルム２３２
を露光し、また、一対の展開ローラ２１０はインスタントフイルム２３２を適正に押圧し
て現像液を均一に展延し、インスタントフイルム２３２を排出口２０７から排出する。
【００４３】
図１６は携帯型プリンタ２００に適用される他の発光ヘッドの構成を示す図である。
【００４４】
図１６に示すようにこの発光ヘッド２２４は、主としてＲ、Ｇ、Ｂの発光ダイオード２２
５Ｒ、２２５Ｇ、２２５Ｂと、ライトガイド２２６と、反射体２２７と、液晶シャッタ２
２８と、微小レンズアレイ２２９とから構成されている。
【００４５】
Ｒ、Ｇ、Ｂの発光ダイオード２２５Ｒ、２２５Ｇ、２２５Ｂは、１ライン分の画像光をイ
ンスタントフイルムに露光する際に順番に点灯制御される。各発光ダイオードから出射さ
れたＲ、Ｇ、又はＢ光は、主走査方向に延出したライトガイド２２６に導かれ、更に反射
体２２７によって液晶シャッタ２２８に入射する。
【００４６】
液晶シャッタ２２８は、画素に対応する微小な液晶セグメントが配列されて構成されてお
り、各液晶セグメントは、１ラインのＲ、Ｇ、Ｂの画像データに応じて透過率が制御され
る。即ち、液晶シャッタ２２８の各液晶セグメントは、Ｒ、Ｇ、Ｂの順次光に応じて線順
次で透過率を制御し、１ラインにつき３回、各画素ごとの透過率を制御する。そして、上
記液晶シャッタ２２８から出射された光は、微小レンズアレイ２２９を介してインスタン
トフイルムの露光面に結像される。
【００４７】
尚、この実施の形態の携帯型プリンタ２００は、発光ヘッドが固定配置され、インスタン
トフイルムの１回の送り出し中に１ラインずつインスタントフイルムを露光するようにし
ているが、これに限らず、発光ヘッドを副走査方向に移動させ、Ｒ、Ｇ、Ｂの色別に面順
次で３回露光するようにしてもよい。
【００４８】
図１７にＲ、Ｇ、Ｂの色別に面順次で３回露光するプリンタ部２５０を示す。
このプリンタ部２５０は、展開ローラ２１０、ヘッド駆動機構２５１及びスキャンヘッド
２５２等から構成されている。スキャンヘッド２５２は、矢印Ｍで示す長手方向（主走査
方向）がインスタントフイルム２３２の送り出し方向に対して直交し、その長さはインス
タントフイルム２３２の幅以上である。スキャン機構としてのヘッド駆動機構２５１は、
スキャンモータ２５１Ａの駆動によりスキャンヘッド２５２をインスタントフイルム２３
２の送り出し方向と平行な矢印Ｓ方向（副走査方向）に移動させる。スキャンヘッド２５
２が移動する際に、これが傾くことがないように、その両端にガイドピンが設けられ、そ
れぞれガイド溝に係合している。
【００４９】
図１８にスキャンヘッド２５２の断面を示す。ヘッドケース２５３内に、発光体アレイユ
ニット２５４が紙面に直交する方向で長く配置されている。発光体アレイユニット２５４
は、蛍光ランプ２５４Ａと、液晶シャッタ２５４Ｂと、遮光ケース２５４Ｃとから構成さ
れている。
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【００５０】
液晶シャッタ２５４Ｂは微小な液晶セグメントを一列に整列させたもので、遮光ケース２
５４Ｃの開口２５４Ｄの内側に配置されている。そして、液晶シャッタ２５４Ｂの液晶セ
グメントの１個がプリントを行うときの１画素に対応している。液晶シャッタ２５４Ｂは
液晶セグメントごとに濃淡の制御が行われ、プリント光の透過光量の制御と遮断を行う。
【００５１】
発光体アレイユニット２５４からの照明光路中に、カラーフィルタ２５５が設けられてい
る。カラーフィルタ２５５は、Ｒ透過フィルタ部材２５５Ｒ、Ｇ透過フィルタ部材２５５
Ｇ、Ｂ透過フィルタ部材２５５Ｂを帯状に並べて構成され、フィルタシフト部２５６は、
上記３色の各フィルタ部材２５５Ｒ、２５５Ｇ、２５５Ｂのいずれか１つが発光体アレイ
ユニット２５４の照明光路内に位置するようにカラーフィルタ２５５を矢印Ｙ方向に移動
させ、フィルタ部材２５５Ｒ、２５５Ｇ、２５５Ｂの切り替えを行う。
【００５２】
上記カラーフィルタ２５５を透過することにより、発光体アレイユニット２５４からの照
明光は、Ｒ、Ｇ、Ｂのいずれか一色のプリント光になり、そのプリント光は、ミラー２５
７、セルフォックレンズアレイ２５８、ミラー２５９を経て開口２５３Ａから出射し、イ
ンスタントフイルム２３２に達する。
【００５３】
三色面順次のプリントを効率よく行うために、三原色中のＲ露光とＧ露光とはスキャンヘ
ッド２５２の往復動中に行われる。即ち、往路でＲ露光が、復路でＧ露光が行われる。ま
た、Ｂ露光はスキャンヘッド２５２の移動を停止させて固定し、この状態でインスタント
フイルム２３２の排出送りに同期させてスキャンヘッド２５２を駆動して行う。このよう
に往復動で三原色のうちの二色を露光し、次にインスタントフイルム２３２の排出送りで
残りの一色を露光するため、効率よく三色面順次露光が可能となり、露光時間を短縮する
ことができる。
〔展開機構〕
次に、図１９及び図２０を参照しながらインスタントフイルムの展開機構について詳細に
説明する。
【００５４】
図１９に示すように、フイルムパック２３０のパック収納部２０３の上面には、パック収
納部２０３から露光済みのインスタントフイルム２３２を送り出すスリット形状のフイル
ム送出口２０３Ａが形成されている。このフイルム送出口２０３Ａは、フイルムパック２
３０のフイルム出口２３０Ａよりも図１９上で右側にずれた位置に形成されている。フイ
ルム送出口２０３Ａを構成する一片は、インスタントフイルム２３２の受像シート２３４
に摺接し、現像液ポッド２３５から感光シート２３３と受像シート２３４との間に流し込
まれる現像液２３７の展延を制御する展延制御部材２０３Ｂとなっている。
【００５５】
展延制御部材２０３Ｂの先端部は、インスタントフイルム２３２の受像シート２３４を傷
つけないように滑らかな円弧形状に形成されている。また、ケース２３１のフイルム出口
２３１Ｄよりも図１９上で右側にずれて形成されたフイルム送出口２０３Ａにインスタン
トフイルム２３２を送り込むために、展延制御部材２０３Ｂの先端部には、インスタント
フイルム２３２をフイルム送出口２０３Ａに向けてガイドする斜面が形成されている。
【００５６】
展延制御部材２０３Ｂの幅Ｅ（図１４参照）は、インスタントフイルム２３２の感光シー
ト２３３及び受像シート２３４の像形成面の幅Ｆ（図１１参照）よりも小さく設定されて
おり、インスタントフイルム２３２の外枠シート２３２Ａに接触せずに現像液を展延でき
るようになっている。
【００５７】
一対の展開ローラ２１０を構成する第１展開ローラ２１０Ａと第２展開ローラ２１０Ｂの
うち、第１展開ローラ２１０Ａは、インスタントフイルム２３２の厚み方向において移動
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自在とされており、バネ２３８の付勢によって第２展開ローラ２１０Ｂに押し付けられる
。これにより、一対の展開ローラ２１０はインスタントフイルム２３２を適正に押圧する
ことができ、現像液を均一に展延することができる。
【００５８】
尚、第２展開ローラ２１０Ｂが移動しないようにしているのは、展延制御部材２０３Ｂが
インスタントフイルム２３２を第２展開ローラ２１０Ｂに押しつけた状態で、インスタン
トフイルム２３２と展延制御部材２０３Ｂとの摺接状態（摺接位置、圧力等）及びインス
タントフイルム２３２がフイルム出口２３１Ｄと一対の展開ローラ２１０との間で形成さ
れる屈曲状態を一定に維持するためであり、展延制御部材２０３Ｂの効果を安定して得る
ことができる。
【００５９】
また、図２０に示すように、第１展開ローラ２１０Ａは、中央部に形成されてインスタン
トフイルム２３２の像形成面を押圧する展延部２１０ａと、この展延部２１０ａの両端に
形成された細径部２１９とを有している。細径部２１９は、展延部２１０ａよりも直径が
細くされており、第１展開ローラ２１０Ａの中央寄りに形成された第１細径部２１９Ａと
、この第１細径部２１９Ａの外側に形成された第２細径部２１９Ｂとからなる。
【００６０】
上記展延部２１０ａの直径Ｄと、第１細径部２１９Ａの直径Ｄ１と、第２細径部２１９Ｂ
の直径Ｄ２との関係は、Ｄ＞Ｄ２＞Ｄ１となっており、ＤとＤ１との半径分の差Ｇ１は、
インスタントフイルム２３２の外枠シート２３２Ａの厚みと等しく、Ｄ２とＤ１との差Ｇ
２は、現像液の適正な展延厚さと同じとされている。
【００６１】
更に、第１展開ローラ２１０Ａ及び第２展開ローラ２１０Ｂの長さＨは、インスタントフ
イルム２３２の幅Ｊ（図１１参照）とほぼ等しくされており、第１展開ローラ２１０Ａの
展延部２１０ａの幅Ｋは、インスタントフイルム２３２の感光シート２３３及び受像シー
ト２３４の像形成面の幅Ｆよりも若干小さくされている。また、第１細径部２１９Ａの長
さＬ１と第２細径部２１９Ｂの長さＬ２とを合わせた長さＬは、外枠シート２３２Ａの幅
Ｍと等しくされている。展延部２１０ａと第１細径部２１９Ａとが連なる部分には、テー
パー部２１０ｂが形成されている。
【００６２】
上述したように第１展開ローラ２１０Ａに細径部２１９を設けることによって、外枠シー
ト２３２Ａによって縁取られたインスタントフイルム２３２の幅方向の端縁が、第２細径
部２１９Ｂと第２展開ローラ２１０Ｂとに挟み込まれる。これにより、第１展開ローラ２
１０Ａの展延部２１０ａと第２展開ローラ２１０Ｂとの間には、インスタントフイルム２
３２を挟み込んだ状態で現像液の展延に適した隙間が形成される。また、展延部２１０ａ
は、外枠シート２３２Ａに阻害されずに像形成面に接触するため、現像液の展延効果を向
上させることができる。
【００６３】
更に、第１細径部２１９Ａを第２細径部２１９Ｂよりも細くしたことから、第１細径部２
１９Ａと第２展開ローラ２１０Ｂとの間には、インスタントフイルム２３２を挟み込んだ
状態で外枠シート２３２Ａの厚み分の隙間が形成されることになる。これにより、この隙
間に現像液が流れ込むことができるようになるため、現像液を像形成面の端部まで確実に
流し込むことができ、端部までプリント画質を適正に維持することができる。
【００６４】
また、展延部２１０ａと第１細径部２１９Ａとが連なる部分には、テーパー部２１０ｂを
形成したので、インスタントフイルム２３２の受像シート２３４と受像層とが滑らかに湾
曲され、応力集中によって受像シート２３４に亀裂等を生じさせない作用、及び現像液を
像形成面の周縁部外側深くまで行き渡らせる作用をなす。
【００６５】
また、展延制御部材２０３Ｂの先端部は、一対の展開ローラ２１０の第１展開ローラ２１
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０Ａと第２展開ローラ２１０Ｂとの接触位置のほぼ真下になる位置に配置されている。こ
れにより、一対の展開ローラ２１０と、展延制御部材２０３Ｂと、ケース２３１のフイル
ム出口２３１Ｄとの端縁とにインスタントフイルム２３２が接触するため、インスタント
フイルム２３２は緩やかなＳ字形状に屈曲させられることになる。そして、インスタント
フイルム２３２と展延制御部材２０３Ｂとの摺接力の安定化と相まって、現像液の展延厚
さを一層均一とし、かつ維持する効果を得ることができる。
〔携帯電話の内部構成〕
図２１は携帯電話１００の内部構成を示す要部ブロック図である。同図に示すように、携
帯電話１００は、主としてアンテナ１０１と接続される送受信回路１１０と、スピーカ１
０２、各種の操作ボタン１０４及びマイク１０５と接続されるＩ／Ｏポート１１１と、Ｌ
ＣＤ１０３に文字、画像等を表示させるための画像データを記憶するフレームメモリ１１
２と、電話番号、文字、画像の指定等を行うための各種の操作ボタン１０４と、データ通
信用のコネクタ１０６に接続されるＩ／Ｏポート１１３と、カレンダ／時計部１１４と、
フラッシュメモリやＥＥＰＲＯＭ等の不揮発性メモリ１１５と、システムメモリ１１６と
、各回路を統括・制御する中央処理装置（ＣＰＵ）１１７とから構成されている。
【００６６】
不揮発性メモリ１１５は、電話帳、メモ及びメールなどの文字データや、着信画像、受信
した画像等の画像データを記憶保持できるようになっている。システムメモリ１１６は、
携帯電話での各種の動作を制御するためのプログラム等を予め記憶しているＲＯＭと、演
算処理や画像処理等に際してデータを一時的に保持するＲＡＭとから構成されている。
【００６７】
ＣＰＵ１１７は、操作ボタン１０４での各種の操作に基づいてシステムメモリ１１６に記
憶されたプログラムにしたがった処理を実行し、アンテナ１０１及び送受信回路１１０を
介して音声、文字及び画像を送受信したり、必要な通信情報、画像及び文字等をＬＣＤ１
０３に表示させるために画像データをフレームメモリ１１２に記憶させ、また、コネクタ
１０６及びＩ／Ｏポート１１３を介して該コネクタ１０６と接続される外部機器との間で
文字及び画像等のデータの授受を行う。
【００６８】
尚、この携帯電話１００特有のＣＰＵ１１７の処理動作については、後述する。
〔携帯型プリンタの内部構成〕
図２２は携帯型プリンタ２００の内部構成を示す要部ブロック図である。同図において、
システムコントローラ２６０は、コネクタ２０１からＩ／Ｏポート２６１を介して入力す
る制御コマンド及び画像データや、速度センサ２６２からＩ／Ｏポート２６１を介して入
力するインスタントフイルムの速度データ等に基づいてヘッドドライバ２６３、速度補正
演算部２６４、ラインメモリ２６５、モータドライバ２６６等を統括・制御する。
【００６９】
ＥＥＰＲＯＭ２６７は、フイルムパック２３０内のインスタントフイルムの残枚数、イン
スタントフイルムにプリントする画像のアスペクト比や画素数のデータや、システムコン
トローラ２６０によって参照される各種の調整データ等が格納されている。システムメモ
リ２６８は、携帯型プリンタでの各種の動作を制御するためのプログラム等を予め記憶し
ているＲＯＭと、演算処理時のデータや画像データ等を一時的に保持するＲＡＭとから構
成されている。
【００７０】
ヘッドドライバ２６３は、システムコントローラ２６０の指令によりマルチ発光ヘッド２
２０の各有機発光素子アレイ２２２Ｒ、２２２Ｇ、２２２Ｂを駆動する。各有機発光素子
アレイ２２２Ｒ、２２２Ｇ、２２２Ｂには、ラインメモリ２６５から１ライン分のＲ、Ｇ
、Ｂの画像データが加えられるようになっており、これらの画像データは有機発光素子ア
レイ２２２Ｒ、２２２Ｇ、２２２Ｂの各素子の発光時間の制御に用いられる。モータドラ
イバ２６６は、システムコントローラ２６０の管理下で展開モータ２１２の駆動制御を行
う。
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【００７１】
尚、マルチ発光ヘッド２２０と展開ローラ２１０とは、システムコントローラ２６０の管
理下でヘッドドライバ２６３、モータドライバ２６６等を介して同期制御されているが、
速度センサ２６２及び速度補正演算部２６４は、インスタントフイルム２３２の送り量の
変動に起因する濃度むらをなくすために設けられている。
【００７２】
即ち、速度センサ２６２は、インスタントフイルム２３２に転がり接触するローラと、こ
のローラに設けられたパルスエンコーダと、信号処理回路とから構成されている。信号処
理回路は、パルスエンコーダから出力されるパルス間隔を基準クロックに基づいて測定す
ることにより、インスタントフイルム２３２の送り速度を検出する。この速度センサ２６
２によって検出されたインスタントフイルム２３２の送り速度を示す速度信号は、Ｉ／Ｏ
ポート２６１を介してシステムコントローラ２６０に加えられる。
【００７３】
速度補正演算部２６４は、速度センサ２６２によって検出されたインスタントフイルム２
３２の送り速度に基づいて発光タイミングを制御するデータを作成し、このデータをヘッ
ドドライバ２６３に送ることにより、インスタントフイルム２３２の速度変動にかかわら
ず画像データに対応した所望の濃度となるようにする。
〔プリント時の動作〕
次に、図２３に示すフローチャートを参照しながら主として携帯電話１００のプリント時
の動作について説明する。
【００７４】
まず、携帯電話１００のメニューボタンを押し、プリントメニューを選択する。尚、携帯
電話１００には、データ通信を通じて不揮発性メモリ１１５に画像データや文字データが
格納されているものとする。また、携帯型プリンタ２００は、プリントメニューを選択す
る前に携帯電話１００に接続してもよいし、プリント直前に接続してもよい。
【００７５】
上記携帯電話１００において、プリントメニューが選択されると、携帯電話１００のＬＣ
Ｄ１０３には、例えば図２に示すような画像選択のための画面が表示され、表示画面を見
ながらオンスクリーン対話方式で所望の画像を選択する（図２３のステップＳ１０）。即
ち、図２に示すように、ＬＣＤ１０３には、ファイル番号とそのファイル番号に対応する
サムネイル画像等が表示されており、操作者は十字キーの上／下キーを操作してファイル
番号をアップダウンさせることにより、所望の画像をＬＣＤ１０３に表示させる。そして
、プリントしようとする画像をＬＣＤ１０３に表示させた状態で、設定キーを操作するこ
とによりプリント画像を選択することができる。プリント画像が選択されると、その画像
がＬＣＤ１０３の画面にほぼ一杯に拡大表示される。尚、携帯電話１００が１つの画像デ
ータのみを保持している場合には、上記プリント画像の選択操作は省略される。
【００７６】
次に、プリント画像のプリント枚数、ズーム、トリミング、明暗又は色味を調整する指示
入力があるか否かを判別する（ステップＳ１２～ステップＳ２０）。
【００７７】
ここで、プリントメニュー時には、図２に示すように携帯電話１００のテンキーのうちの
「１」キー～「５」キーが、プリント枚数、ズーム、トリミング、明暗、及び色味を設定
指示するためのキーとして割り当てられ、「６」キーがプリントスタートを指示するため
のキーとして割り当てられる。
【００７８】
いま、「１」キーが押され、プリント枚数の設定が指示されると（ステップＳ１２）、Ｌ
ＣＤ１０３はプリント枚数を設定する画面となる（図２４（Ａ））。
このプリント枚数の設定画面では、プリント枚数として最初に「１」が表示されており、
この状態で十字キーの上／下キーを押し、プリント枚数を１ずつアップダウンさせること
により所望のプリント枚数を設定することができる（ステップＳ２２）。
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【００７９】
「２」キーが押され、ズームが指示されると（ステップＳ１４）、ＬＣＤ１０３はプリン
ト画像のズーム倍率を設定する画面となる（図２４（Ｂ））。このズーム倍率の設定画面
では、携帯型プリンタ２００によってインスタントフイルム２３２にプリントされる画像
のアスペクト比と同じアスペクト比を有するプリント範囲を示す枠２７０が表示される。
尚、プリント画像のアスペクト比（枠２７０）のデータは、携帯型プリンタ２００でプリ
ントされる画像のアスペクト比のデータとして携帯電話１００の不揮発性メモリ１１５に
予め記憶させておいてもよいし、携帯型プリンタ２００とのデータ通信で携帯型プリンタ
２００から取り込んでもよい。また、斜線で示した範囲は、ＬＣＤ１０３に表示される画
像の表示範囲を示している。
【００８０】
上記ズーム倍率を設定する初期画面では、斜線で示した表示範囲内で最も大きな枠２７０
が表示される。そして、十字キーの上／下キーを押し、ズームアップ／ズームダウンさせ
て枠２７０の大きさを変化させることによりズーム倍率が設定される（ステップＳ２４）
。尚、この枠２７０内の画像がインスタントフイルム２３２上で所定の大きさとなるよう
にプリントされる。
【００８１】
また、「３」キーが押され、トリミングが指示されると（ステップＳ１６）、ＬＣＤ１０
３はプリント画像のトリミングを指定する画面となる（図２４（Ｃ））。このトリミング
指定の初期画面では、プリント範囲を示す枠２７０（この枠２７０は上記ズーム倍率の設
定で大きさが変化する）が中央▲１▼に表示されており、十字キーの上／下キーや左／右
キーを操作することにより、例えば、枠２７０を右上の位置▲２▼等に移動させることが
できる。このようにしてトリミングを指定することができる（ステップＳ２６）。尚、こ
の実施の形態では、プリント範囲を枠２７０で示すようにしたが、これに限らず、プリン
ト範囲を他の部分と濃度を変えて表示したり、プリント範囲をカラー表示し、それ以外の
部分を白黒で表示することにより、プリント範囲を示すようにしてもよい。
【００８２】
また、「４」キーが押され、明暗調整が指示されると（ステップＳ１８）、ＬＣＤ１０３
はプリント画像の明暗を調整する画面となる（図２４（Ｄ））。この明暗調整の画面にお
いて、明暗を示すカーソル２７１を十字キーの左／右キーを操作して移動させることによ
りプリント画像の明暗が調整される（ステップＳ２８）。
【００８３】
更に、「５」キーが押され、色味調整が指示されると（ステップＳ２０）、ＬＣＤ１０３
はプリント画像の色味を調整する画面となる（図２４（Ｅ））。この色味調整の画面にお
いて、［色合い］又は［色のこさ］を十字キーの上／下キーによって選択する。尚、図２
４（Ｅ）では［色合い］が選択されている状態に関して示している。そして、選択された
［色合い］を示すカーソル２７２又は［色のこさ］を示すカーソル２７３を十字キーの左
／右キーを操作して移動させることによりプリント画像の色味が調整される（ステップＳ
３０）。
【００８４】
尚、上記プリント画像のプリント枚数、ズーム、トリミング、明暗、色味の設定等は必要
に応じて行われるものであり、これらの設定を行わずに直ちにプリント指示を行ってもよ
い。
【００８５】
次に、プリント指示入力があったがどうかを判別する（ステップＳ３２）。「６」キーが
押され、プリント指示入力があると、選択した画像の画像データを携帯型プリンタ２００
に出力するとともに、プリント枚数、ズーム、トリミング、明暗、色味等の設定が行われ
ている場合には、その設定内容を示すコマンドを出力する（ステップＳ３４）。尚、ステ
ップＳ３４では、オリジナルの画像データと各種の設定内容を示すコマンドとを出力する
ようにしたが、これに限らず、例えばズームやトリミングを示すコマンドの代わりに、オ
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リジナルの画像のうちのプリント範囲内の画像のみを抽出し、その抽出した画像をそのま
ま又は携帯型プリンタが必要とする画像サイズにリサイズして出力するようにしてもよい
。これによれば、携帯型プリンタ側でのトリミング処理の負担が軽減され、また、必要以
上に大きなオリジナルの画像データを送信する必要がなく、通信時間の短縮化を図ること
ができる。同様に、明暗や色味等のコマンドの代わりに、明暗や色味等を補正した画像デ
ータを出力するようにしてもよい。
【００８６】
さて、図２４（Ｂ）及び（Ｃ）に示すように携帯電話１００のＬＣＤ１０３に表示されて
いる画像（斜線で示す範囲の画像）のアスペクト比と、携帯型プリンタ２００によってイ
ンスタントフイルム２３２にプリントされる画像（破線で示した枠２７０）のアスペクト
比とが異なっているが、予めプリント範囲が示されており、また、必要に応じてトリミン
グできるため、所望のプリント画像を得ることができる。
【００８７】
また、携帯電話１００は、携帯型プリンタ２００から受入したプリント画像のアスペクト
比のデータに基づいてＬＣＤ１０３に表示する画像のアスペクト比が、プリント画像のア
スペクト比と一致するように表示制御するようにしてもよく、この場合にはＬＣＤ１０３
に表示された画像と完全同一の画像をインスタントフイルム２３２に印画することができ
る。
【００８８】
更に、携帯電話１００は、ＬＣＤ１０３への表示用の画像データ（フレームメモリ１１２
内の画像データ）ではなく、不揮発性メモリ１１５に記憶されているオリジナルの最高解
像度の画像データを携帯型プリンタ２００に送出する。但し、オリジナルの画像データの
画素数が、携帯型プリンタ２００でプリントされる画像の画素数よりも大きい場合には、
同じ画素数にリサイズして画像データを出力するようにしてもよい。これによれば、携帯
型プリンタ２００に送信するデータ量を少なくすることができるとともに、携帯型プリン
タ２００側で画像データをリサイズする処理が不要となる。尚、プリントされる画像の画
素数は、携帯型プリンタ２００とのデータ通信で携帯型プリンタ２００から取り込むこと
ができる。
【００８９】
この実施の形態によれば、プリント画像の選択、プリントに必要な各種の設定や調整時に
、携帯電話１００のＬＣＤ１０３及び操作ボタン１０４を使用し、これにより携帯型プリ
ンタ２００をシンプルで安価なものとしたが、これに限らず、プリント用の操作ボタンや
インスタントフイルムの残枚数を表示する簡単な表示手段を携帯型プリンタ２００側に設
けてもよい。
【００９０】
次に、図２５に示すフローチャートを参照しながら携帯電話１００に記憶されている画像
と文字をプリントする場合について説明する。
【００９１】
まず、携帯電話１００のメニューボタンを押し、プリントメニューを選択し、プリントす
る画像を選択する（ステップＳ４０）。このプリント画像の選択は、図２３に示したフロ
ーチャートのステップＳ１０と同様にして行われる。
【００９２】
上記のようにして選択された画像が、例えば電子メールで受信した文章に添付された画像
である場合には文章（文字）があるため、携帯電話１００のＬＣＤ１０３には画像と文字
とが同時に表示される。
【００９３】
図２６（Ａ）は画像と文字とが同時に表示されたＬＣＤ１０３の画面の一例を示している
。図２６（Ａ）に示すように、ＬＣＤ１０３の画面は、画像表示部１０３Ａと文字表示部
１０３Ｂとに区分され、画像は画像表示部１０３Ａに、文字は文字表示部１０３Ｂに表示
される。
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【００９４】
次に、プリントする文字を選択する（ステップＳ４２）。即ち、文字表示部１０３Ｂ上で
文字をスクロールさせ、所望の文字を文字表示部１０３Ｂに表示させ、プリントする文字
を指定する。
【００９５】
続いて、上記プリントする文字のプリント位置を画像表示部１０３Ａの画面上で指定する
（ステップＳ４４）。上記プリント位置の指定は、例えば図２６（Ａ）に示すように画面
の下端部▲１▼、上端部▲２▼、左端部▲３▼、及び右端部▲４▼のうちからいずれか１
つを十字キーで指定することにより行う。
【００９６】
次に、プリント指示入力があったがどうかを判別し（ステップＳ４６）、プリント指示入
力があると、プリントする文字が選択されているかどうかを判別する（ステップＳ４８）
。プリントする文字が選択されている場合には、画像に文字をスーパーインポーズした画
像データを携帯型プリンタ２００に出力する（ステップＳ５０）。携帯型プリンタ２００
は上記画像データに基づいて図２６（Ｂ）に示すように文字が合成された画像をインスタ
ントフイルム２３２にプリントする。
【００９７】
一方、プリントする文字が選択されていない場合には、画像データのみを出力する。
【００９８】
尚、上記実施の形態では、携帯電話１００が画像に文字をスーパーインポーズした画像デ
ータを作成するようにしたが、これに限らず、携帯電話１００から画像及び文字データと
、文字のプリント位置を示すデータとを携帯型プリンタ２００に出力し、携帯型プリンタ
２００が画像に文字をスーパーインポーズした画像データを作成するようにしてもよい。
【００９９】
また、ユーザーの選択により、文字（文章）のみをインスタントフイルム２３２にプリン
トできるように文字データを出力するようにしてもよい。更に、画像と文字は同一のＬＣ
Ｄ１０３の画面に表示する場合に限らず、図８及び図９に示すように別々のＬＣＤに表示
するようにしてもよい。更にまた、画像及び文字は、他の機器から通信により取得された
ものに限らず、携帯電話のカメラ機能及び文字入力機能に基づいて作成されたものでもよ
い。また、メモリカードが着脱自在な携帯電話の場合には、メモリカードを通じて画像や
文字を取得するようにしてもよい。
【０１００】
ところで、インスタントフイルムをプリント媒体として利用した光プリンタである携帯型
プリンタは、サーマルプリンタのように熱エネルギーを必要とせずに低電力でカラープリ
ントを行うことができ、２本程度の乾電池でも十分に駆動することができ、携帯型のプリ
ンタとして好適である。
〔ＬＣＤ画面を光学的に写し込む携帯型プリンタ〕
次に、携帯電話のＬＣＤ画面を光学的に写し込む携帯型プリンタについて説明する。
【０１０１】
図２７及び図２８はそれぞれ携帯電話４００と、その携帯電話４００のＬＣＤ４２１の画
面を光学的に写し込む携帯型プリンタ５００の外観図であり、図２９は携帯電話４００の
ＬＣＤ４２１を携帯型プリンタ５００に挿入した状態を示している。
【０１０２】
携帯電話４００は、図２７に示すように本体部４１０と蓋部４２０とがヒンジ結合されて
構成され、本体部４１０には通信情報や文字を表示するための白黒のＬＣＤ４０３が配設
され、蓋部４２０には画像を表示するための光透過型のカラーのＬＣＤ４２１や各種の操
作ボタン４２２が配設されている。
【０１０３】
また、携帯電話４００の蓋部４２０の上面には、携帯型プリンタ５００への挿入時のガイ
ド用の４つの凸部４２３が設けられ、また蓋部４２０の先端部及び側面には、位置決め用
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のピン４２４及び切欠き４２５が設けられている。
【０１０４】
一方、携帯型プリンタ５００は、図２８に示すようにＬＣＤ装填部５１０と光プリンタ部
５３０とが分離して設けられ、ＬＣＤ装填部５１０と光プリンタ部５３０とは、図２９に
示すように蛇腹５４０及びリンク部材５４６によって伸縮自在に連結されている。また、
ＬＣＤ装填部５１０の側面には、蓋部４２０の切欠き４２５と係合し、蓋部４２０を位置
決めするとともに、蓋部４２０を固定するためのロック部材５１１が設けられている。
【０１０５】
図３０及び図３１はそれぞれ携帯型プリンタ５００に携帯電話４００のＬＣＤ４２１を挿
入した状態の断面図であり、図３０は携帯型プリンタ５００を折り畳んだ携帯時の状態を
示し、図３１はＬＣＤ装填部５１０と光プリンタ部５３０との間の蛇腹を伸長させたプリ
ント時の状態を示している。
【０１０６】
図３０及び図３１に示すように、携帯型プリンタ５００のＬＣＤ装填部５１０は、外装ケ
ース５１２と内壁部材５１３とによって画成された内部に、ＬＣＤ４２１を有する蓋部４
２０の収納部５１４が形成され、また、ストロボユニット５２０及びバッテリー５２４が
設けられている。
【０１０７】
外装ケース５１２には、ＬＣＤ４２１を有する蓋部４２０の挿入口５１５が設けられてお
り、この挿入口５１５には常時閉じる方向にバネ付勢されている遮光蓋５１６が設けられ
ている。
【０１０８】
ＬＣＤ装填部５１０の収納部５１４の底部には、ＬＣＤ４２１を有する蓋部４２０を押し
上げる方向に付勢する板バネ５１７が設けられ、内壁部材５１３の収納部５１４側の面に
は、蓋部４２０の凸部４２３を案内するガイドレール５１３Ａが設けられている。これに
より、携帯電話４００の蓋部４２０を収納部５１４に収納した際に、蓋部４２０に設けら
れているＬＣＤ４２１が内壁部材５１３の撮影開口５１３Ｂに正確に位置決めされるよう
になっている。
【０１０９】
ストロボユニット５２０は、ＬＣＤ装填部５１０の収納部５１４に向けた発光するストロ
ボ５２１と、メインコンデンサ５２２と、図示しないストロボ制御回路から構成されてい
る。
【０１１０】
蓋部４２０に設けられているＬＣＤ４２１は、保護カバー４２６、光透過型の液晶パネル
４２７、反射板４２８及び外光を取り入れる入射窓４２９から構成されている。従って、
ストロボ５２１から発光される照明光は、入射窓４２９及び反射板４２８を介して液晶パ
ネル４２７の背面側に入射し、液晶パネル４２７を照明する。尚、反射板４２８は、図３
２（Ａ）又は（Ｂ）に示すように入射窓４２９から奥行き方向に行くにしたがって反射面
４２８Ａの面積が大きくなるように構成されており、これによりＬＣＤ４２１の液晶パネ
ル４２７の背面全体に均一に照明光を入射させることができるようになっている。また、
上記反射板４２８の代わりに、液晶パネル４２７の背面全体に照明光が均一に入射するよ
うに入射窓４２９から奥行き方向に行くにしたがって濃度が薄くなるＮＤフィルタを液晶
パネル４２７の背面に貼付してもよい。
【０１１１】
一方、携帯型プリンタ５００の光プリンタ部５３０は、外装ケース５３１と内壁部材５３
２とによって画成された内部にパック収納部５３３が形成されるとともに展開ローラ５３
４等が配設される。尚、符号５３５で示す箇所には、展開ローラ５３４やクロー機構を駆
動する駆動手段、制御回路、電池等が収納される。
【０１１２】
光プリンタ部５３０の外装ケース５３１には、インスタントフイルム２３２を排出するた
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めの排出口５３１Ａが形成され、またフイルムパック２３０を出し入れする際に開閉され
るパック装填蓋５３６が設けられている。尚、パック装填蓋５３６の内側には、インスタ
ントフイルム２３２を押圧する一対の押圧部５３７が配設されている。一方、内壁部材５
３２には、インスタントフイルム２３２を露光するための露光開口５３２Ａが形成されて
いる。
【０１１３】
また、蛇腹５４０の中央には、図３１に示すようにレンズ部５４１が設けられている。こ
のレンズ部５４１は、撮影レンズ５４２と、シャッタ５４３と、撮影レンズ５４２及びシ
ャッタ５４３を支持する支持枠５４４と、この支持枠５４４を蛇腹５４０の中央に保持す
るための支持板５４５とによって構成されている。
【０１１４】
上記構成の携帯型プリンタ５００によって携帯電話４００のＬＣＤ４２１の画面を光学的
にインスタントフイルム２３２に写し込む場合には、図３０及び図３１に示すように携帯
電話４００の蓋部４２０を携帯型プリンタ５００のＬＣＤ装填部５１０に装填するととも
に、図３１に示すように蛇腹５４０を伸長させ、ＬＣＤ装填部５１０に位置決めされたＬ
ＣＤ４２１と、光プリンタ部５３０内の露光開口５３２Ａに露出しているインスタントフ
イルム２３２とを、レンズ部５４１に対して所定の位置関係に保持する。そして、ストロ
ボ５２１を発光させ、シャッタ５４３を制御することによりＬＣＤ４１０の画面をインス
タントフイルム２３２に光学的に写し込む。
【０１１５】
その後、展開ローラ５３４を含むインスタントフイルム２３２の送り出し部を駆動し、イ
ンスタントフイルム２３２内の現像液をインスタントフイルム２３２内で展開しながらイ
ンスタントフイルム２３２を排出口５３１Ａから排出する。
【０１１６】
この携帯型プリンタ５００は、マルチ発光ヘッドやそれを駆動するための制御手段等が不
要であり、前述した携帯型プリンタ２００よりも安価に製造することができ、また、折り
畳み式のため携帯時に小型化薄型化が可能である。
【０１１７】
ところで、携帯電話４００の画像表示用のＬＣＤ４２１として光透過型ＬＣＤを使用した
が、これに限らず、反射型ＬＣＤを使用してもよい。
【０１１８】
図３３は画像表示用のＬＣＤとして反射型ＬＣＤ４３０を使用した携帯電話に適用される
携帯型プリンタ５５０の断面図である。尚、図３１と共通する部分には同一の符号を付し
、その詳細な説明は省略する。
【０１１９】
図３３に示す実施の形態では、ストロボユニット５２０を構成するストロボ５２１、メイ
ンコンデンサ５２２、ストロボ制御回路のうち、ストロボ５２１のみを支持枠５４４に配
設し、これにより反射型ＬＣＤ４３０を前面から照明できるようにしている。
【０１２０】
尚、上記実施の形態では、画像表示用のディスプレイとして、光透過型ＬＣＤや、消費電
力の少ない反射型ＬＣＤを使用したが、これに限らず、例えば、有機発光素子を２次元的
に配列したディスプレイでもよい。この場合には、有機発光素子自体が発光するため、光
源が不要である。
【０１２１】
また、撮影用のシャッタ５４３は必ずしも露光時間の制御が必要条件でなく、ストロボ５
２１やストロボに代わる発光ダイオードなどの照明装置の発光時間によって露出制御を行
うこともできる。更に、撮影用のシャッタ５４３はインスタントフイルム２３２の遮光を
兼ねているが、レンズ部にシャッタが設けられていない場合であっても、携帯電話の挿入
口５１５に遮光蓋５１６を設けることによって光密性を確保することができる。
【０１２２】
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【発明の効果】
以上説明したように本発明によれば、画像と文字をそれぞれ別々の表示手段に表示するよ
うにしたため、画像と文字とを同時にかつ両者が重ならず見やすく表示することができる
。また、画像と文字とをそれぞれ表示性能の異なる表示手段に表示することができ、特に
文字表示は白黒で解像度の低い安価なものを使用することができる。更に、携帯通信端末
の使用状況により、例えば文字表示のみで十分の場合には画像表示手段を消灯制御するこ
とができ、これにより省エネ化を図ることができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本システムの概要を説明するために用いた概念図
【図２】図１に示した携帯電話の正面拡大図
【図３】携帯電話と携帯型プリンタとを縦長に接続した接続例を示す外観図
【図４】携帯電話と携帯型プリンタとを縦長に接続した他の接続例を示す外観図
【図５】携帯電話と携帯型プリンタとを重ねて接続した接続例を示す外観図
【図６】携帯電話と携帯型プリンタとを重ねて接続する他の接続例を示す側面図
【図７】図６に示した方法で携帯電話と携帯型プリンタとを重ねて接続した接続例を示す
外観図
【図８】２つの表示部を有する携帯電話の実施の形態を示す外観図
【図９】２つの表示部を有する携帯電話の他の実施の形態を示す外観図
【図１０】携帯型プリンタの拡大断面図
【図１１】携帯型プリンタで使用されるインスタントフイルムの斜視図
【図１２】携帯型プリンタ内の各機構部のレイアウトを示す説明図
【図１３】携帯型プリンタのプリント部を示す斜視図
【図１４】携帯型プリンタの展開機構を概略的に示す説明図
【図１５】携帯型プリンタのマルチ発光ヘッドの構成を示す断面図
【図１６】携帯型プリンタに適用される他の発光ヘッドの構成を示す図
【図１７】スキャンヘッドを有するプリント部を示す斜視図
【図１８】図１８に示したスキャンヘッドの断面図
【図１９】携帯型プリンタの展開装置の要部断面図
【図２０】携帯型プリンタの展開ローラの形状を示す平面図
【図２１】携帯電話の内部構成を示す要部ブロック図
【図２２】携帯型プリンタの内部構成を示す要部ブロック図
【図２３】携帯電話のプリントモード時の動作を説明するために用いたフローチャート
【図２４】プリントモード時に携帯電話のＬＣＤに表示される表示例を示す図
【図２５】携帯電話のプリントモード時の動作を説明するために用いたフローチャート
【図２６】プリントモード時に携帯電話のＬＣＤに表示される表示例とインスタントフイ
ルム上のプリント例を示す図
【図２７】携帯電話の更に他の実施の形態を示す外観図
【図２８】携帯電話のＬＣＤ画面を光学的に写し込む携帯型プリンタの外観図
【図２９】携帯電話を携帯型プリンタに挿入した状態を示す側面図
【図３０】携帯型プリンタに携帯電話の蓋部を挿入した状態における携帯型プリンタの折
り畳み時の断面図
【図３１】図３０携帯型プリンタに携帯電話の蓋部を挿入した状態における携帯型プリン
タの伸長時の断面図
【図３２】携帯型プリンタ内の反射板の反射面を示す図
【図３３】携帯型プリンタの他の実施の形態を示す断面図
【符号の説明】
１００、３３０、３４０、４００…携帯電話、１０１…アンテナ、１０３、３３１、３３
３、３４３、３４４、４１１、４２１…ＬＣＤ、１０６、１０９、２０１、３０２、３１
２、３２２…コネクタ、１０４、４２２…操作ボタン、１１０…送受信回路、１１５…不
揮発性メモリ、１１６、２６８…システムメモリ、１１７…ＣＰＵ、２１０…展開ローラ
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、２２０…マルチ発光ヘッド、２３２…インスタントフイルム、２６０…システムコント
ローラ

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】



(22) JP 4553441 B2 2010.9.29

【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】
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【図１５】

【図１６】

【図１７】

【図１８】 【図１９】
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【図２０】 【図２１】

【図２２】 【図２３】
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【図２４】 【図２５】

【図２６】 【図２７】
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【図２８】 【図２９】

【図３０】 【図３１】
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【図３２】 【図３３】
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