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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　デジタル画像データを記憶するとともに、印刷装置へ接続し、その印刷装置との間でデ
ータをやりとりする機能を備えた外部機器と、この外部機器に接続し、この外部機器との
間でデータをやりとりする機能を備え、外部機器から受信した画像データを印刷する印刷
装置からなるデジタル画像印刷システムであって、
　前記外部機器は、印刷用紙の用紙サイズ、インデックス印刷指令、および、選択された
１つ以上のデジタル画像データを前記印刷装置へ送信し、
　前記印刷装置は、用紙を収容するトレイを複数有する給紙手段と、用紙サイズおよび用
紙方向に対応したインデックス印刷時の画像配置態様を記憶したインデックスレイアウト
情報テーブルを備え、前記外部機器より用紙サイズ、インデックス印刷指令、および、１
つ以上のデジタル画像データを受信すると、前記受信した用紙サイズに対応して前記給紙
手段のトレイを選択し、その選択したトレイの用紙方向によって定まるページレイアウト
に対応したフレームメモリを確保すると共に、前記受信した用紙サイズ及び前記選択した
トレイの用紙方向に対応して前記インデックスレイアウト情報テーブルに記憶されている
配置態様を取得し、前記取得した配置態様に対応して、受信した画像データを用紙に配置
したインデックス画像を記録出力するようにしたことを特徴とするデジタル画像印刷シス
テム。
【請求項２】
　前記印刷装置は、前記受信した用紙サイズの用紙を収容している前記給紙手段のトレイ



(2) JP 4657744 B2 2011.3.23

10

20

30

40

50

を選択するとともに、前記選択したトレイが横長方向である場合には、前記インデックス
レイアウト情報テーブルから、前記受信した用紙サイズでかつ用紙方向が横長方向の画像
配置態様を取得することを特徴とする請求項１記載のデジタル画像印刷システム。
【請求項３】
　前記印刷装置は、前記受信した用紙サイズの用紙を収容している前記給紙手段のトレイ
を選択するとともに、前記選択したトレイが縦長方向である場合には、前記インデックス
レイアウト情報テーブルから、前記受信した用紙サイズでかつ用紙方向が縦長方向の画像
配置態様を取得することを特徴とする請求項１記載のデジタル画像印刷システム。
【請求項４】
　前記印刷装置は、前記受信した用紙サイズの用紙を収容している前記給紙手段のトレイ
が存在しない場合には、所定の用紙サイズの用紙を収容しているトレイを選択するととも
に、前記選択したトレイの用紙方向、および、用紙サイズに対応して、前記インデックス
レイアウト情報テーブルから、画像配置態様を取得することを特徴とする請求項１記載の
デジタル画像印刷システム。
【請求項５】
　前記インデックス印刷時の画像配置態様は、用紙１ページにおける横方向のコマ数と縦
方向のコマ数を含むことを特徴とする請求項１乃至４の何れか一項に記載のデジタル画像
印刷システム。
【請求項６】
　外部機器に接続し、この外部機器との間でデータをやりとりする機能を備え、外部機器
から受信した画像データを印刷する印刷装置であって、
　用紙を収容するトレイを複数有する給紙手段と、
　用紙サイズおよび用紙方向に対応したインデックス印刷時の画像配置態様を記憶したイ
ンデックスレイアウト情報テーブルを備え、
　前記外部機器より用紙サイズ、インデックス印刷指令、および、１つ以上のデジタル画
像データを受信すると、前記受信した用紙サイズに対応して前記給紙手段のトレイを選択
し、その選択したトレイの用紙方向によって定まるページレイアウトに対応したフレーム
メモリを確保すると共に、前記受信した用紙サイズ及び前記選択したトレイの用紙方向に
対応して前記インデックスレイアウト情報テーブルに記憶されている配置態様を取得し、
前記取得した配置態様に対応して、受信した画像データを用紙に配置したインデックス画
像を記録出力するようにしたことを特徴とする印刷装置。
【請求項７】
　前記受信した用紙サイズの用紙を収容している前記給紙手段のトレイを選択するととも
に、前記選択したトレイが横長方向である場合には、前記インデックスレイアウト情報テ
ーブルから、前記受信した用紙サイズでかつ用紙方向が横長方向の画像配置態様を取得す
ることを特徴とする請求項６記載の印刷装置。
【請求項８】
　前記受信した用紙サイズの用紙を収容している前記給紙手段のトレイを選択するととも
に、前記選択したトレイが縦長方向である場合には、前記インデックスレイアウト情報テ
ーブルから、前記受信した用紙サイズでかつ用紙方向が縦長方向の画像配置態様を取得す
ることを特徴とする請求項６記載の印刷装置。
【請求項９】
　前記受信した用紙サイズの用紙を収容している前記給紙手段のトレイが存在しない場合
には、所定の用紙サイズの用紙を収容しているトレイを選択するとともに、前記選択した
トレイの用紙方向、および、用紙サイズに対応して、前記インデックスレイアウト情報テ
ーブルから、画像配置態様を取得することを特徴とする請求項６記載の印刷装置。
【請求項１０】
　前記インデックス印刷時の画像配置態様は、用紙１ページにおける横方向のコマ数と縦
方向のコマ数を含むことを特徴とする請求項６乃至９の何れか一項に記載のデジタル画像
印刷システム。
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【請求項１１】
　デジタル画像データを記憶するとともに、印刷装置へ接続し、その印刷装置との間でデ
ータをやりとりする機能を備えた外部機器と、この外部機器に接続し、この外部機器との
間でデータをやりとりする機能を備え、外部機器から受信した画像データを印刷する印刷
装置からなるデジタル画像印刷システムの制御方法であって、
　前記外部機器は、印刷用紙の用紙サイズ、インデックス印刷指令、および、選択された
１つ以上のデジタル画像データを前記印刷装置へ送信する送信手段を備え、
　前記印刷装置は、用紙を収容するトレイを複数有する給紙手段と、用紙サイズおよび用
紙方向に対応したインデックス印刷時の画像配置態様を記憶したインデックスレイアウト
情報テーブルとを備え、
　前記印刷装置に、前記外部機器より用紙サイズ、インデックス印刷指令、および、１つ
以上のデジタル画像データを受信した場合に、前記受信した用紙サイズに対応して前記給
紙手段のトレイを選択させ、その選択したトレイの用紙方向によって定まるページレイア
ウトに対応したフレームメモリを確保させると共に、前記受信した用紙サイズ及び前記選
択したトレイの用紙方向に対応して前記インデックスレイアウト情報テーブルに記憶され
ている配置態様を取得させ、前記取得した配置態様に対応して、受信した画像データを用
紙に配置したインデックス画像を記録出力させるようにしたことを特徴とするデジタル画
像印刷システムの制御方法。
【請求項１２】
　前記印刷装置に、前記受信した用紙サイズの用紙を収容している前記給紙手段のトレイ
を選択させるとともに、前記選択したトレイが横長方向である場合には、前記インデック
スレイアウト情報テーブルから、前記受信した用紙サイズでかつ用紙方向が横長方向の画
像配置態様を取得させることを特徴とする請求項１１記載のデジタル画像印刷システムの
制御方法。
【請求項１３】
　前記印刷装置に、前記受信した用紙サイズの用紙を収容している前記給紙手段のトレイ
を選択させるとともに、前記選択したトレイが縦長方向である場合には、前記インデック
スレイアウト情報テーブルから、前記受信した用紙サイズでかつ用紙方向が縦長方向の画
像配置態様を取得させることを特徴とする請求項１１記載のデジタル画像印刷システムの
制御方法。
【請求項１４】
　前記印刷装置に、前記受信した用紙サイズの用紙を収容している前記給紙手段のトレイ
が存在しない場合には、所定の用紙サイズの用紙を収容しているトレイを選択させるとと
もに、前記選択したトレイの用紙方向、および、用紙サイズに対応して、前記インデック
スレイアウト情報テーブルから、画像配置態様を取得させることを特徴とする請求項１１
記載のデジタル画像印刷システムの制御方法。
【請求項１５】
　前記インデックス印刷時の画像配置態様は、用紙１ページにおける横方向のコマ数と縦
方向のコマ数を含むことを特徴とする請求項１１乃至１４の何れか一項に記載のデジタル
画像印刷システムの制御方法。
【請求項１６】
　外部機器に接続し、この外部機器との間でデータをやりとりする機能を備え、外部機器
から受信した画像データを印刷するとともに、用紙を収容するトレイを複数有する給紙手
段を備えた印刷装置のコンピュータを、
　用紙サイズおよび用紙方向に対応したインデックス印刷時の画像配置態様を記憶したイ
ンデックスレイアウト情報テーブル手段と、
　前記外部機器より用紙サイズ、インデックス印刷指令、および、１つ以上のデジタル画
像データを受信すると、前記受信した用紙サイズに対応して前記給紙手段のトレイを選択
し、その選択したトレイの用紙方向によって定まるページレイアウトに対応したフレーム
メモリを確保すると共に、前記受信した用紙サイズ及び前記選択したトレイの用紙方向に
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対応して前記インデックスレイアウト情報テーブル手段に記憶されている配置態様を取得
し、前記取得した配置態様に対応して、受信した画像データを用紙に配置したインデック
ス画像を記録出力する記録手段として機能させるためのプログラム。
【請求項１７】
　請求項１６に記載のプログラムを記録したコンピュータに読取可能な記録媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、いわゆるダイレクトプリントにかかるデジタル画像印刷システムおよび印刷
装置およびデジタル画像印刷システムの制御方法および印刷装置の制御方法およびプログ
ラムおよび記録媒体に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、撮影したデジタル画像を記憶媒体に記憶するとともに、外部装置へ接続し、その
外部装置との間でデータをやりとりする機能を備えたデジタルスチルカメラでは、撮影し
たデジタル画像の画像を紙媒体へ印刷出力する際、一旦、パーソナルコンピュータ装置等
の外部データ装置へ記憶媒体に記憶したデジタル画像を送り、この外部データ装置の編集
印刷機能（アプリケーション）を利用して、印刷装置から印刷するようにしていた。
【０００３】
　あるいは、デジタルスチルカメラの記憶媒体を取り外し、この記憶媒体に記憶している
デジタル画像をＤＰＥ店のサービス、あるいは、店頭のデジタルスチルカメラ用プリンタ
装置で印刷していた。
【０００４】
　このようにして、デジタルスチルカメラで撮影して得たデジタル画像を印刷する際、外
部記憶装置等を必要とするため、手軽に行えないという事情があった。
【０００５】
　そこで、デジタルスチルカメラに接続し、デジタルスチルカメラとの間でデータをやり
とりする機能を備え、デジタルスチルカメラから受信した画像データを印刷することがで
きるようにした印刷装置が実用されている。
【０００６】
　このような印刷装置の機能は、いわゆるダイレクトプリント機能と称される。
【０００７】
　さて、このようにして、ダイレクトプリント機能を備えた印刷装置を利用することで、
デジタルスチルカメラで撮影して得たデジタル画像の画像を手軽に印刷することができる
ようになった。
【０００８】
　しかしながら、ダイレクトプリント機能を利用する際のユーザ操作は、デジタルスチル
カメラに設けられた表示部と、操作部を使って行うものであるため、外部データ装置を利
用して印刷する際に比べて、例えば、レイアウト等の印刷の自由度が低く、比較的単純な
印刷物しか得ることができなかった。
【０００９】
　そこで、例えば、プリンタとデジタルスチルカメラとの接続時において、プリンタが有
する機器の印刷情報を送信することで、異なるメーカ間での印刷ジョブの整合性を高める
ことができるようにしたものが提案されている（特許文献１参照）。
【特許文献１】特開２００４－６４７４０号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　しかしながら、特許文献１に記載されたものでは、その情報として例えば用紙サイズを
送信しているが、給紙トレイにセットされている用紙の方向までは送信していない。
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【００１１】
　そのため、レーザプリンタ装置やいわゆる複合機のように、複数の給紙トレイを備えて
いる印刷装置において、給紙トレイに同一サイズの用紙が、縦方向（用紙を短辺に直交す
る方向（縦長方向）に搬送する態様）、横方向（用紙を長辺に直交する方向（横長方向）
に搬送する態様）ともに格納されていた場合だと、デジタルスチルカメラにはその用紙方
向の情報が欠損して通知されるため、デジタルスチルカメラから印刷装置へは用紙方向の
情報が通知されず、その結果、用紙サイズのみのジョブ情報を処理することになり、どの
給紙トレイから給紙を行うべきかという自由度が発生する。
【００１２】
　この場合、もし固定的に縦方向のみの給紙トレイから給紙を行うような制御や描画処理
が適用されると、縦方向の用紙が給紙トレイに格納されていなくて、横方向の用紙がセッ
トされているという状況では、適切な方向の用紙が格納されているにも関わらず、その用
紙への出力が行えなかったり、また、強制的に横方向の用紙に対して縦方向の用紙のレイ
アウトで出力しようとするために画像が欠けてしまう印刷物が得られたりするという問題
を生じるおそれがある。
【００１３】
　本発明は、かかる実情に鑑みてなされたものであり、ダイレクトプリントにおいて、適
切なインデックス印刷物を形成することができるデジタル画像印刷システムおよび印刷装
置およびデジタル画像印刷システムの制御方法および印刷装置の制御方法およびプログラ
ムおよび記録媒体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】
【００１４】
　本発明のデジタル画像印刷システムは、デジタル画像データを記憶するとともに、印刷
装置へ接続し、その印刷装置との間でデータをやりとりする機能を備えた外部機器と、こ
の外部機器に接続し、この外部機器との間でデータをやりとりする機能を備え、外部機器
から受信した画像データを印刷する印刷装置からなるデジタル画像印刷システムであって
、上記外部機器は、印刷用紙の用紙サイズ、インデックス印刷指令、および、選択された
１つ以上のデジタル画像データを上記印刷装置へ送信し、上記印刷装置は、用紙を収容す
るトレイを複数有する給紙手段と、用紙サイズおよび用紙方向に対応したインデックス印
刷時の画像配置態様を記憶したインデックスレイアウト情報テーブルを備え、上記外部機
器より用紙サイズ、インデックス印刷指令、および、１つ以上のデジタル画像データを受
信すると、上記受信した用紙サイズに対応して上記給紙手段のトレイを選択し、その選択
したトレイの用紙方向によって定まるページレイアウトに対応したフレームメモリを確保
すると共に、上記受信した用紙サイズ及び上記選択したトレイの用紙方向に対応して上記
インデックスレイアウト情報テーブルに記憶されている配置態様を取得し、上記取得した
配置態様に対応して、受信した画像データを用紙に配置したインデックス画像を記録出力
するようにしたものである。
【００１５】
　また、上記印刷装置は、上記受信した用紙サイズの用紙を収容している上記給紙手段の
トレイを選択するとともに、上記選択したトレイが横長方向である場合には、上記インデ
ックスレイアウト情報テーブルから、上記受信した用紙サイズでかつ用紙方向が横長方向
の画像配置態様を取得するとよい。
【００１６】
　また、上記印刷装置は、上記受信した用紙サイズの用紙を収容している上記給紙手段の
トレイを選択するとともに、上記選択したトレイが縦長方向である場合には、上記インデ
ックスレイアウト情報テーブルから、上記受信した用紙サイズでかつ用紙方向が縦長方向
の画像配置態様を取得するとよい。
【００１７】
　また、上記印刷装置は、上記受信した用紙サイズの用紙を収容している上記給紙手段の
トレイが存在しない場合には、所定の用紙サイズの用紙を収容しているトレイを選択する
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とともに、上記選択したトレイの用紙方向、および、用紙サイズに対応して、上記インデ
ックスレイアウト情報テーブルから、画像配置態様を取得するとよい。また、上記インデ
ックス印刷時の画像配置態様は、用紙１ページにおける横方向のコマ数と縦方向のコマ数
を含むようにするとよい。
【００１８】
　また、本発明の印刷装置は、外部機器に接続し、この外部機器との間でデータをやりと
りする機能を備え、外部機器から受信した画像データを印刷する印刷装置であって、用紙
を収容するトレイを複数有する給紙手段と、用紙サイズおよび用紙方向に対応したインデ
ックス印刷時の画像配置態様を記憶したインデックスレイアウト情報テーブルを備え、上
記外部機器より用紙サイズ、インデックス印刷指令、および、１つ以上のデジタル画像デ
ータを受信すると、上記受信した用紙サイズに対応して上記給紙手段のトレイを選択し、
その選択したトレイの用紙方向によって定まるページレイアウトに対応したフレームメモ
リを確保すると共に、上記受信した用紙サイズ及び上記選択したトレイの用紙方向に対応
して上記インデックスレイアウト情報テーブルに記憶されている配置態様を取得し、上記
取得した配置態様に対応して、受信した画像データを用紙に配置したインデックス画像を
記録出力するようにしたものである。また、上記受信した用紙サイズの用紙を収容してい
る上記給紙手段のトレイを選択するとともに、上記選択したトレイが横長方向である場合
には、上記インデックスレイアウト情報テーブルから、上記受信した用紙サイズでかつ用
紙方向が横長方向の画像配置態様を取得するとよい。また、上記受信した用紙サイズの用
紙を収容している上記給紙手段のトレイを選択するとともに、上記選択したトレイが縦長
方向である場合には、上記インデックスレイアウト情報テーブルから、上記受信した用紙
サイズでかつ用紙方向が縦長方向の画像配置態様を取得するとよい。また、上記受信した
用紙サイズの用紙を収容している上記給紙手段のトレイが存在しない場合には、所定の用
紙サイズの用紙を収容しているトレイを選択するとともに、上記選択したトレイの用紙方
向、および、用紙サイズに対応して、上記インデックスレイアウト情報テーブルから、画
像配置態様を取得するとよい。また、上記インデックス印刷時の画像配置態様は、用紙１
ページにおける横方向のコマ数と縦方向のコマ数を含むようにするとよい。
【００１９】
　また、本発明のデジタル画像印刷システムの制御方法は、デジタル画像データを記憶す
るとともに、印刷装置へ接続し、その印刷装置との間でデータをやりとりする機能を備え
た外部機器と、この外部機器に接続し、この外部機器との間でデータをやりとりする機能
を備え、外部機器から受信した画像データを印刷する印刷装置からなるデジタル画像印刷
システムの制御方法であって、上記外部機器は、印刷用紙の用紙サイズ、インデックス印
刷指令、および、選択された１つ以上のデジタル画像データを上記印刷装置へ送信する送
信手段を備え、上記印刷装置は、用紙を収容するトレイを複数有する給紙手段と、用紙サ
イズおよび用紙方向に対応したインデックス印刷時の画像配置態様を記憶したインデック
スレイアウト情報テーブルとを備え、上記印刷装置に、上記外部機器より用紙サイズ、イ
ンデックス印刷指令、および、１つ以上のデジタル画像データを受信した場合に、上記受
信した用紙サイズに対応して上記給紙手段のトレイを選択させ、その選択したトレイの用
紙方向によって定まるページレイアウトに対応したフレームメモリを確保させると共に、
上記受信した用紙サイズ及び上記選択したトレイの用紙方向に対応して上記インデックス
レイアウト情報テーブルに記憶されている配置態様を取得させ、上記取得した配置態様に
対応して、受信した画像データを用紙に配置したインデックス画像を記録出力させるよう
にしたものである。また、上記印刷装置に、上記受信した用紙サイズの用紙を収容してい
る上記給紙手段のトレイを選択させるとともに、上記選択したトレイが横長方向である場
合には、上記インデックスレイアウト情報テーブルから、上記受信した用紙サイズでかつ
用紙方向が横長方向の画像配置態様を取得させるとよい。また、上記印刷装置に、上記受
信した用紙サイズの用紙を収容している上記給紙手段のトレイを選択させるとともに、上
記選択したトレイが縦長方向である場合には、上記インデックスレイアウト情報テーブル
から、上記受信した用紙サイズでかつ用紙方向が縦長方向の画像配置態様を取得させると
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よい。また、上記印刷装置に、上記受信した用紙サイズの用紙を収容している上記給紙手
段のトレイが存在しない場合には、所定の用紙サイズの用紙を収容しているトレイを選択
させるとともに、上記選択したトレイの用紙方向、および、用紙サイズに対応して、上記
インデックスレイアウト情報テーブルから、画像配置態様を取得させるとよい。また、上
記インデックス印刷時の画像配置態様は、用紙１ページにおける横方向のコマ数と縦方向
のコマ数を含むようにするとよい。
【００２０】
　また、本発明のプログラムは、外部機器に接続し、この外部機器との間でデータをやり
とりする機能を備え、外部機器から受信した画像データを印刷するとともに、用紙を収容
するトレイを複数有する給紙手段を備えた印刷装置のコンピュータを、用紙サイズおよび
用紙方向に対応したインデックス印刷時の画像配置態様を記憶したインデックスレイアウ
ト情報テーブル手段と、上記外部機器より用紙サイズ、インデックス印刷指令、および、
１つ以上のデジタル画像データを受信すると、上記受信した用紙サイズに対応して上記給
紙手段のトレイを選択し、その選択したトレイの用紙方向によって定まるページレイアウ
トに対応したフレームメモリを確保すると共に、上記受信した用紙サイズ及び上記選択し
たトレイの用紙方向に対応して上記インデックスレイアウト情報テーブル手段に記憶され
ている配置態様を取得し、上記取得した配置態様に対応して、受信した画像データを用紙
に配置したインデックス画像を記録出力する記録手段として機能させるためのプログラム
である。
【００２１】
　また、本発明の記録媒体は、上記のプログラムを記録したコンピュータに読取可能な記
録媒体である。
【発明の効果】
【００２２】
　したがって、本発明によれば、ダイレクトプリントにおいて、用紙のサイズ情報と用紙
の方向情報より画像を集約描画する際のレイアウトを決定することができるので、用紙方
向が固定されたレイアウトに限定されず、より利便性、視認性の高い出力機能を得ること
ができるという効果を得る。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２３】
　以下、添付図面を参照しながら、本発明の実施の形態を詳細に説明する。
【００２４】
　図１（ａ）は、本発明の一実施例にかかるデジタルスチルカメラ印刷システムの一例を
示している。この場合、印刷装置ＰＴＲの外部機器としてデジタルスチルカメラ装置ＤＳ
Ｃを接続している。
【００２５】
　同図において、デジタルスチルカメラ装置ＤＳＣは、撮影して得たデジタル画像データ
をメモリ媒体（記憶媒体；後述）に保存するとともに、印刷装置ＰＴＲに接続し、所定の
通信手順に従って、印刷用紙の用紙サイズ、画像の配置レイアウト、および、選択された
１つ以上の画像データなどを印刷装置ＰＴＲに転送する機能を備えている。
【００２６】
　印刷装置ＰＴＲは、デジタルスチルカメラ装置ＤＳＣより、用紙サイズ、画像の配置レ
イアウト、および、１つ以上の画像データを受信すると、用紙サイズおよび画像の配置レ
イアウトに従って、用紙を給紙するトレイを選択し、その選択したトレイから給紙した用
紙に、受信した画像データの画像を印刷出力する。
【００２７】
　ここで、デジタルスチルカメラ装置ＤＳＣは、印刷装置ＰＴＲ等の外部装置と接続して
データをやりとりするための外部通信ユニットを備えている。この外部通信ユニットとし
ては、ＵＳＢ（Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｓｅｒｉａｌ　Ｂｕｓ）等の汎用通信ユニットを備
えている。
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【００２８】
　また、同図（ｂ）に示すように、デジタルスチルカメラ装置ＤＳＣに代えて画像蓄積装
置ＤＳＴを印刷装置ＰＴＲへ接続し、画像蓄積装置ＤＳＴに蓄積されている画像を、印刷
装置ＰＴＲにより印刷出力するようにすることもできる。
【００２９】
　また、そのために、画像蓄積装置ＤＳＴは、印刷装置ＰＴＲに接続し、所定の通信手順
に従って、印刷用紙の用紙サイズ、画像の配置レイアウト、および、選択された１つ以上
の画像データなどを印刷装置ＰＴＲに転送する機能を備えている。
【００３０】
　図２は、デジタルスチルカメラ装置ＤＳＣの構成の一例を示している。
【００３１】
　同図において、システム制御部１は、このデジタルスチルカメラ装置ＤＳＣの各部の動
作制御、メモリ媒体ＭＣに対するデータの読出書込制御、撮影制御、外部通信ユニットを
介して行う外部装置との間の通信制御、および、ユーザがこのデジタルスチルカメラ装置
ＤＳＣを操作する際の種々のユーザ・インタフェース処理等の種々のデータ処理を行うた
めのものであり、システムメモリ２は、システム制御部１が実行する種々の制御プログラ
ムを記憶するとともに、システム制御部１のワークエリアを構成するものであり、パラメ
ータメモリ３は、このデジタルスチルカメラ装置ＤＳＣに固有な種々の情報を記憶するた
めのものであり、時計回路４は、現在時刻情報等を出力するためのものである。
【００３２】
　メモリ媒体リーダライタ５は、メモリ媒体ＭＣを着脱するとともに、装着されているメ
モリ媒体ＭＣに対するデータの読出書込を行うためのものであり、撮影ユニット６は、カ
メラ撮影のためのカメラ機構、光学系および光電変換ユニットからなるものであり、表示
部７は、ユーザに対して種々の情報を表示するものであり、例えば、液晶表示器からなる
。また、操作部８は、ユーザがこのデジタルスチルカメラ装置ＤＳＣを操作するためのも
のであり、種々のキー等から構成される。
【００３３】
　外部通信ユニット９は、ＵＳＢ（Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｓｅｒｉａｌ　Ｂｕｓ）等の汎
用通信ユニットからなり、印刷装置ＰＴＲや画像蓄積装置ＤＳＴ等の外部装置に接続し、
これらの外部装置との間でデータのやりとりを行うためのものである。
【００３４】
　これらのシステム制御部１、システムメモリ２、パラメータメモリ３、時計回路４、メ
モリ媒体リーダライタ５、撮影ユニット６、表示部７、操作部８、および、外部通信ユニ
ット９は、内部バス１０に接続され、これらの各部のデータのやりとりは、主としてこの
内部バス１０を介して行われる。
【００３５】
　図３は、印刷装置ＰＴＲの構成例を示している。この印刷装置ＰＴＲは、用紙を収容し
たトレイを複数備えた多段給紙ユニットを備えている。
【００３６】
　同図において、システム制御部２１は、この印刷装置ＰＴＲの各部の動作制御、給紙制
御、印刷制御、外部通信ユニットを介して行う外部装置との間の通信制御、および、ユー
ザがこの印刷装置ＰＴＲを操作する際の種々のユーザ・インタフェース処理等の種々のデ
ータ処理を行うためのものであり、システムメモリ２２は、システム制御部２１が実行す
る種々の制御プログラムを記憶するとともに、システム制御部２１のワークエリアを構成
するものであり、パラメータメモリ２３は、この印刷装置ＰＴＲに固有な種々の情報を記
憶するためのものであり、時計回路２４は、現在時刻情報等を出力するためのものであり
、操作表示部２５は、ユーザがこの印刷装置ＰＴＲを操作するためのユーザ・インタフェ
ースを構成するものである。
【００３７】
　ページバッファメモリ２６は、１ページ分の印刷データを保存するフレームメモリを構
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成するためのものであり、プリントユニット２７は、ページバッファメモリ２６に構成さ
れたフレームメモリから印刷データを読み出して、用紙に画像を印刷するためのものであ
る。また、プリントユニット２７には、用紙を収容したトレイを複数備えた多段給紙ユニ
ット２８が付設されており、これにより、複数種類の用紙から適宜なものを選択して、プ
リントユニット２７が使用する記録用紙として適用することができる。ここで、トレイに
収容される用紙としては、Ａ４縦長、Ａ４横長、Ｂ５縦長、Ｂ５横長、Ａ３縦長などがあ
る。
【００３８】
　外部通信ユニット２９は、ＵＳＢ（Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｓｅｒｉａｌ　Ｂｕｓ）等の
汎用通信ユニットからなり、デジタルスチルカメラ装置ＤＳＣや画像蓄積装置ＤＳＴ等の
外部装置に接続し、これらの外部装置との間でデータのやりとりを行うためのものである
。
【００３９】
　これらのシステム制御部２１、システムメモリ２２、パラメータメモリ２３、時計回路
２４、操作表示部２５、ページバッファメモリ２６、プリントユニット２７、多段給紙ユ
ニット２８、および、外部通信ユニット２９は、内部バス３０に接続され、これらの各部
のデータのやりとりは、主としてこの内部バス３０を介して行われる。
【００４０】
　図４は、画像蓄積装置ＤＳＴの構成例を示している。この画像蓄積装置ＤＳＴは、メモ
リ媒体に記憶されている画像データを多数取り込んで蓄積するとともに、蓄積している画
像データを表示したり、外部装置へ転送する等の機能を備えたものである。
【００４１】
　同図において、ＣＰＵ（中央処理装置）３１は、この画像蓄積装置ＤＳＴの動作制御を
行うものであり、ＲＯＭ（リード・オンリ・メモリ）３２は、ＣＰＵ３１が起動時に実行
するプログラムや必要なデータ等を記憶するためのものであり、ＲＡＭ（ランダム・アク
セス・メモリ）３３は、ＣＰＵ２１のワークエリア等を構成するためのものである。
【００４２】
　キャラクタジェネレータ３４は、図形文字の表示データを発生するためのものであり、
時計回路３５は、現在日時情報を出力するためのものであり、外部通信ユニット３６は、
ＵＳＢ（Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｓｅｒｉａｌ　Ｂｕｓ）等の汎用通信ユニットからなり、
この画像蓄積装置ＤＳＴを印刷装置ＰＴＲ等の外部装置へ接続するためのものである。
【００４３】
　磁気ディスク装置３７は、多数の画像データなどの種々のデータを記憶するためのもの
であり、表示部３８は、ユーザに対して種々の情報を表示するものであり、例えば、液晶
表示器からなる。また、操作部３９は、ユーザがこの画像蓄積装置ＤＳＴを操作するため
のものであり、種々のキー等から構成される。また、メモリ媒体リーダライタ５は、メモ
リ媒体ＭＣを着脱するとともに、装着されているメモリ媒体ＭＣに対するデータの読出書
込を行うためのものである。
【００４４】
　これらのＣＰＵ３１、ＲＯＭ３２、ＲＡＭ３３、キャラクタジェネレータ３４、時計回
路３５、外部通信ユニット３６、表示部３８、操作部３９、および、メモリ媒体リーダラ
イタ４０は、内部バス４１に接続されており、これらの各要素間のデータのやりとりは、
主としてこの内部バス４１を介して行われる。
【００４５】
　なお、移動体通信端末装置（いわゆる「携帯電話」等）には、デジタルスチルカメラ装
置ＤＳＣまたは画像蓄積装置ＤＳＴの機能を備えたものも実用されており、そのような移
動体通信端末装置を、上述したデジタルスチルカメラ装置ＤＳＣまたは画像蓄積装置ＤＳ
Ｔに代えて用いることもできる。また、デジタルスチルカメラ機能を有するデジタルビデ
オカメラ装置を用いることもできる。
【００４６】
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　図５は、デジタルスチルカメラ装置ＤＳＣまたは画像蓄積装置ＤＳＴが、印刷装置ＰＴ
Ｒに対して画像印刷を指令する際の通信手順の一例を示している。
【００４７】
　まず、ユーザは、デジタルスチルカメラ装置ＤＳＣまたは画像蓄積装置ＤＳＴと印刷装
置ＰＴＲとをＵＳＢケーブルで接続し、デジタルスチルカメラ装置ＤＳＣまたは画像蓄積
装置ＤＳＴに対して、画像の印刷を指示する。
【００４８】
　これにより、デジタルスチルカメラ装置ＤＳＣまたは画像蓄積装置ＤＳＴは、コマンド
「プリントサービス要求」を印刷装置ＰＴＲへ送信し、続いて、コマンド「能力要求」を
印刷装置ＰＴＲへ送信する。
【００４９】
　印刷装置ＰＴＲは、コマンド「能力要求」を受信すると、自端末で印刷時に指定可能な
能力情報を、レスポンス「能力通知」に含めて送信する。
【００５０】
　ここで、能力情報としては、出力品質（高速／普通／高画質；など）、用紙サイズ、受
付可能な画像フォーマット、日付出力、集約数などがある。なお、「集約数」とは、１つ
の用紙に複数の画像を配置する態様の配置レイアウトである集約レイアウトを選択する際
、指定できる１枚あたりのコマ数（画像数）をあらわす。
【００５１】
　これにより、デジタルスチルカメラ装置ＤＳＣまたは画像蓄積装置ＤＳＴでは、印刷装
置ＰＴＲより通知された能力情報に従って、ユーザに印刷条件（出力品質、用紙サイズ、
日付出力の有無、集約数、インデックス印刷の指示など）を入力させるとともに、印刷す
る画像を選択操作させる。
【００５２】
　ユーザの操作が終了すると、デジタルスチルカメラ装置ＤＳＣまたは画像蓄積装置ＤＳ
Ｔは、印刷装置ＰＴＲに対して、図６（ａ）に示すような印刷ジョブ情報を含むコマンド
「ジョブ開始指示」を送信する。このとき、ユーザ操作により、「インデックス印刷」が
指示された場合には、印刷命令として「インデックス印刷」が配置される。また、印刷ジ
ョブ情報には、ユーザが指定した用紙サイズ、および、ユーザがインデックス印刷のため
に指示した画像の数（印刷画像数（ｋ））、および、ユーザがインデックス印刷のために
指示したそれぞれの画像を識別するための印刷画像データＩＤがｋ個含まれる。なお、イ
ンデックス印刷の際に、全画像が自動的に選択される場合には、印刷画像数（ｋ）の値は
、そのときデジタルスチルカメラ装置ＤＳＣまたは画像蓄積装置ＤＳＴに蓄積されている
全画像数が設定され、印刷画像データＩＤとしては、全画像のそれぞれをあらわす全てが
設定される。
【００５３】
　次に、印刷装置ＰＴＲは、受信した印刷ジョブ情報に含まれる１つ以上の印刷画像デー
タＩＤを順次指定して、１つ以上のレスポンス「ファイル取得要求」をデジタルスチルカ
メラ装置ＤＳＣまたは画像蓄積装置ＤＳＴへ送信する。
【００５４】
　それにより、デジタルスチルカメラ装置ＤＳＣまたは画像蓄積装置ＤＳＴは、指定され
た印刷画像データＩＤの画像データを１つずつ印刷装置ＰＴＲへ送信する。
【００５５】
　印刷装置ＰＴＲは、受信した画像データに基づいて、インデックス印刷データを形成し
、必要に応じて適宜に印刷動作を行う。ここで、受信した画像データは、いずれかの画像
フォーマットでエンコードされているので、それをデコードして、例えば、ＲＧＢ形式の
画像データを作成し、そのＲＧＢ形式の画像データを印刷データへ変換する。このとき、
画像データの大きさ（解像度と画素数）と、印刷する用紙または印刷領域の大きさとの関
係で、適宜に印刷する画像を変倍処理する。
【００５６】
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　そして、全ての印刷動作を終了すると、その結果をレスポンス「処理結果通知」として
デジタルスチルカメラ装置ＤＳＣまたは画像蓄積装置ＤＳＴへ送信する。
【００５７】
　デジタルスチルカメラ装置ＤＳＣまたは画像蓄積装置ＤＳＴは、印刷装置ＰＴＲよりレ
スポンス「処理結果通知」を受信すると、印刷ジョブを終了する。
【００５８】
　また、印刷装置ＰＴＲには、インデックス印刷時に使用する用紙サイズおよび用紙方向
に対応して、印刷する画像の配置態様を記憶したインデックスレイアウト情報テーブルが
保存されている。このインデックスレイアウト情報テーブルの一例を図７に示す。
【００５９】
　インデックスレイアウト情報テーブルの１つの要素は、用紙サイズ、縦コマ数、横コマ
数、および、用紙方向からなる。
【００６０】
　例えば、用紙サイズが「Ａ４」で、用紙方向が「横長」の場合、縦コマ数が「５」で、
横コマ数が「６」であるので、図８（ａ）に示すような画像配置態様となる。また、用紙
サイズが「Ａ４」で、用紙方向が「縦長」の場合、縦コマ数が「６」で、横コマ数が「５
」であるので、同図（ｂ）に示すような画像配置態様となる。
【００６１】
　また、それぞれの画像の配置領域（１コマの画像が配置される領域）には、画像データ
の縦横寸法の関係が保持された状態で、適宜に変倍されて画像が配置される。インデック
ス印刷時には、画像をトリミングも回転もしないで印刷するのが通常なので、このような
画像配置態様となる。また、画像の配置順序は、左上の隅を起点として、左方向に順次配
置し、横方向の配置領域まで達すると、次の列へ移動する。
【００６２】
　したがって、デジタルスチルカメラ装置ＤＳＣまたは画像蓄積装置ＤＳＴからインデッ
クス印刷が指定された場合、指定されたサイズの用紙を収容しているトレイを多段給紙ユ
ニット２８から選択する。このとき、同一サイズの用紙を収容しているトレイが複数ある
場合には、用紙方向が横長のものを優先して選択する。
【００６３】
　そして、そのときに選択したトレイの用紙方向と同一方向のページレイアウトを設定し
、当該ページレイアウトに対応したフレームメモリをページバッファメモリ２６に確保す
る。
【００６４】
　それとともに、設定したトレイの用紙サイズと、用紙方向に基づいて、インデックスレ
イアウト情報テーブルから縦コマ数と横コマ数を取得し、フレームメモリにおいて印刷デ
ータを配置する複数の領域を設定する。
【００６５】
　その後、印刷装置ＰＴＲは、デジタルスチルカメラ装置ＤＳＣまたは画像蓄積装置ＤＳ
Ｔから受信した画像データを順次印刷データへ変換し、当該印刷データを、対応するフレ
ームメモリの領域へ保存する。
【００６６】
　一方、指定されたサイズの用紙を収容しているトレイが多段給紙ユニット２８に存在し
ない場合には、ユーザに対して、指定されたサイズの横長用紙をセットするように促すガ
イダンスメッセージ（用紙セット要求ガイダンスメッセージ）を表示して、指定されたサ
イズの用紙をセットさせる。また、この場合、指定された用紙サイズの横長方向に対応し
て、インデックスレイアウト情報テーブルから縦コマ数と横コマ数を取得し、フレームメ
モリにおいて印刷データを配置する複数の領域を設定する。また、この場合、プリントユ
ニット２７の印刷処理では、指定されたサイズの用紙がセットされていることを確認した
後に、その用紙がセットされているトレイを選択し、印刷動作を行う。
【００６７】
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　このようにすることで、本実施例では、デジタルスチルカメラ装置ＤＳＣまたは画像蓄
積装置ＤＳＴからインデックス印刷時に用紙サイズのみが指定された場合であっても、適
切な用紙を収容しているトレイを選択することができ、その結果、印刷処理に要する時間
を短縮することができる。
【００６８】
　図９は、デジタルスチルカメラ装置ＤＳＣ（または画像蓄積装置ＤＳＴ）が、印刷装置
ＰＴＲと通信して印刷を希望する画像データを転送する場合の処理の一例を示している。
【００６９】
　まず、ユーザは、デジタルスチルカメラ装置ＤＳＣと印刷装置ＰＴＲとをＵＳＢケーブ
ルで接続し、デジタルスチルカメラ装置ＤＳＣに対して、画像の印刷を指示する。
【００７０】
　これにより、デジタルスチルカメラ装置ＤＳＣは、コマンド「プリントサービス要求」
を印刷装置ＰＴＲへ送信し、続いて、コマンド「能力要求」を印刷装置ＰＴＲへ送信する
。
【００７１】
　印刷装置ＰＴＲからは、レスポンス「能力通知」が送られてくるので、これを受信し、
受信したレスポンス「能力通知」に含まれる能力情報に従って、ユーザに印刷条件（出力
品質、用紙サイズ、日付出力の有無、集約数、インデックス印刷など）を入力させるとと
もに、印刷する画像を選択操作させる（処理１０４）。
【００７２】
　ユーザの操作が終了すると（判断１０５の結果がＹＥＳ）、デジタルスチルカメラ装置
ＤＳＣは、印刷装置ＰＴＲに対して、上述したような（図６（ａ）参照）印刷ジョブ情報
を含むコマンド「ジョブ開始指示」を送信する（処理１０６）。
【００７３】
　これ以降は、印刷装置ＰＴＲからレスポンス「ファイル取得要求」を受信するか、ある
いは、レスポンス「処理結果通知」を受信することを待機する（判断１０７，１０８のＮ
Ｏループ）。
【００７４】
　レスポンス「ファイル取得要求」を受信して、判断１０７の結果がＹＥＳになるときに
は、指定された印刷画像データＩＤの画像データを読み出して、印刷装置ＰＴＲへ送信す
る（処理１０９）。
【００７５】
　また、レスポンス「処理結果通知」を受信して、判断１０８の結果がＹＥＳになるとき
には、受信したレスポンス「処理結果通知」により通知された印刷結果を表示出力して（
処理１１０）、このときの動作を終了する。
【００７６】
　図１０～１１は、デジタルスチルカメラ装置ＤＳＣまたは画像蓄積装置ＤＳＴからプリ
ントサービス要求を受信した場合の印刷装置ＰＴＲの処理の一例を示している。
【００７７】
　ＵＳＢケーブルの接続を検出すると（判断２０１の結果がＹＥＳ）、相手端末よりコマ
ンド「プリントサービス要求」を受信する（処理２０２）。次いで、コマンド「能力要求
」を受信すると（処理２０３）、上述したような能力情報を含むレスポンス「能力通知」
を送信する（処理２０４）。
【００７８】
　次に、コマンド「ジョブ開始指示」を受信すると（処理２０５）、その内容を解析して
（処理２０６）、印刷命令の内容が「インデックス印刷」であるかどうかを調べる（判断
２０７）。
【００７９】
　判断２０７の結果がＮＯになる場合には、指定されたジョブの処理を行う（処理２０８
）。
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【００８０】
　また、判断２０７の結果がＹＥＳになるときには、コマンド「ジョブ開始指示」で指定
された用紙サイズの用紙を収容したトレイが多段給紙ユニット２８に存在するかどうかを
調べる（判断２１０）。判断２１０の結果がＹＥＳになるときには、用紙方向が横長方向
であるか、または、縦長方向であるかを調べる（判断２１１，２１２）。判断２１２の結
果がＮＯになるときには、用紙エラーを表示して（処理２１３）、相手端末に対して、「
印刷エラー」を通知するレスポンス「処理結果通知」を送信して（処理２１４）、このと
きの動作をエラー終了する。
【００８１】
　一方、用紙方向が横長方向であり、判断２１１の結果がＹＥＳになるときには、フレー
ムメモリのページレイアウトを横長方向に設定し（処理２１５）、また、用紙方向が縦長
方向であり、判断２１２の結果がＹＥＳになるときには、フレームメモリのページレイア
ウトを縦長方向に設定する（処理２１６）。
【００８２】
　このようにして、フレームメモリのページレイアウトを設定すると、そのときに選択し
たトレイを使用するトレイとして設定する（処理２１７）。
【００８３】
　また、コマンド「ジョブ開始指示」で指定された用紙サイズの用紙を収容したトレイが
多段給紙ユニット２８に存在しない場合で、判断２１０の結果がＮＯになるときには、フ
レームメモリのレイアウトを横長方向に設定し（処理２１８）、この場合には、使用する
トレイを設定しない（処理２１９）。次いで、ユーザに対して、相手端末から指定された
用紙サイズの横長方向の用紙を多段給紙ユニット２８にセットするように要求する用紙セ
ット要求ガイダンスメッセージを表示する用紙セット要求処理を開始する（処理２２０）
。
【００８４】
　このようにして、トレイの決定（設定または設定しない）が終了すると、印刷画像枚数
を保持するためのカウンタｉを１に初期設定し（処理２２１）、ｉ番目の印刷画像データ
ＩＤ（ｉ）を指定したレスポンス「ファイル取得要求」を相手端末へ送信する（処理２２
２）。
【００８５】
　次いで、相手端末がｉ番目の画像データ（ｉ）を送信するので、これを受信して一時保
存し（処理２２３）、一時保存した画像データに対応した印刷データを、バッファメモリ
２６に確保したフレームメモリの、対応する領域に書き込む（画像描画処理；処理２２４
）。
【００８６】
　ここで、１ページ分のインデックス印刷の画像の印刷データがフレームメモリに書き込
まれたかどうかを判断する（判断２２５）。判断２２５の結果がＮＯになるときには、カ
ウンタｉの値が画像数ｋに等しいかどうかを調べる（判断２２６）。
【００８７】
　判断２２６の結果がＮＯになるときには、処理中のページの残りの画像領域に印刷デー
タを格納するために、カウンタｉの値を１つ増やして（処理２２７）、処理２２２へ戻る
。また、判断２２６の結果がＹＥＳになるときには、プリントユニット２７に対して、ト
レイが設定されている場合には当該トレイを使用する旨を指定して、また、トレイが設定
されていない場合には、処理２２０でセット要求した用紙サイズの横長方向の用紙がいず
れかのトレイにセットされていることを検出した後、そのトレイを使用する旨を指定して
、印刷動作を行わせる（処理２２８）。これにより、印刷装置ＰＴＲからは、１ページ分
のインデックス印刷物が形成されて記録出力される。
【００８８】
　次いで、このときには、全ての画像データの印刷が終了したので、そのときの印刷結果
をあらわす情報を作成し、レスポンス「処理結果通知」に含めて、相手端末へ送信する（
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処理２２９）。
【００８９】
　また、判断２２５の結果がＹＥＳになるときには、プリントユニット２７に対して、ト
レイが設定されている場合には当該トレイを使用する旨を指定して、また、トレイが設定
されていない場合には、処理２２０でセット要求した用紙サイズの横長方向の用紙がいず
れかのトレイにセットされていることを検出した後、そのトレイを使用する旨を指定して
、印刷動作を行わせる（処理２３０）。これにより、印刷装置ＰＴＲからは、１ページ分
のインデックス印刷物が形成されて記録出力される。
【００９０】
　次に、カウンタｉの値が画像数ｋに等しいかどうかを調べる（判断２３１）。判断２３
１の結果がＮＯになるときには、次のページの印刷動作を行うために、処理２２７へ進み
、カウンタｉの値を１つ増やしてそれ以降の処理を行う。
【００９１】
　また、判断２３１の結果がＹＥＳになるときには、処理２２９へ進み、そのときの印刷
結果をあらわす情報を作成し、レスポンス「処理結果通知」に含めて、相手端末へ送信す
る。
【００９２】
　このようにして、本実施例では、インデックス印刷が指定された場合、多段給紙ユニッ
ト２８のトレイに収容されている用紙を適切に選択して、インデックス印刷物を記録出力
することができるので、非常に便利である。
【００９３】
　また、トレイの選択時、指定されたサイズの用紙を収容しているトレイがある場合には
、用紙方向を横長方向のものあるいは縦長方向のものを選択しているので、指定された用
紙サイズのインデックス印刷物を適切に記録出力することができる。
【００９４】
　また、指定されたサイズの用紙を収容しているトレイがない場合には、デフォルトに設
定されている用紙を収容しているトレイを選択するので、指定されたサイズの用紙がない
場合でも、インデックス印刷物を記録出力することができる。
【００９５】
　なお、上述した実施例では、印刷装置に接続する画像データを供給する外部機器として
、デジタルスチルカメラ装置や画像蓄積装置を適用しているが、これらの装置と同等の機
能を有する他の装置をも、外部機器として適用することができる。
【図面の簡単な説明】
【００９６】
【図１】本発明の一実施例にかかるデジタルスチルカメラ印刷システムの一例を示したブ
ロック図。
【図２】デジタルスチルカメラ装置ＤＳＣの構成の一例を示したブロック図。
【図３】印刷装置ＰＴＲの構成例を示したブロック図。
【図４】画像蓄積装置ＤＳＴの構成例を示したブロック図。
【図５】デジタルスチルカメラ装置ＤＳＣまたは画像蓄積装置ＤＳＴが、印刷装置ＰＴＲ
に対して画像印刷を指令する際の通信手順の一例を示したタイムチャート。
【図６】印刷ジョブ情報、および、画像データのフォーマットの一例を示した概略図。
【図７】
【図８】
【図９】デジタルスチルカメラ装置ＤＳＣ（または画像蓄積装置ＤＳＴ）が、印刷装置Ｐ
ＴＲと通信して印刷を希望する画像データを転送する場合の処理の一例を示したフローチ
ャート。
【図１０】デジタルスチルカメラ装置ＤＳＣまたは画像蓄積装置ＤＳＴからプリントサー
ビス要求を受信した場合の印刷装置ＰＴＲの処理の一例を示したフローチャート（続く）
。
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【図１１】デジタルスチルカメラ装置ＤＳＣまたは画像蓄積装置ＤＳＴからプリントサー
ビス要求を受信した場合の印刷装置ＰＴＲの処理の一例を示したフローチャート（図１０
の続き）。
【符号の説明】
【００９７】
　ＤＳＣ　デジタルスチルカメラ装置
　ＤＳＴ　画像蓄積装置
　ＰＴＲ　印刷装置
　２１　システム制御部
　２７　プリントユニット

【図１】

【図２】

【図３】
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【図６】 【図７】
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