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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被撮影画像の撮影時に当該被撮影画像の画像データと共に記録される画像情報を文字情
報に変換する変換部と、
　前記被撮影画像の題名を含む入力情報を入力する入力部と、
　前記変換部によって変換された前記文字情報および、前記入力部によって入力された前
記入力情報を、出品または展示する前記被撮影画像に貼付するラベル用として、テープ状
媒体に印刷するための印刷画像を生成する印刷画像生成部と、
　前記印刷画像の印刷指示を行う印刷指示部と、を備え、
　前記印刷画像生成部は、
　前記文字情報および前記入力情報と共に、前記被撮影画像の画像データを、前記テープ
状媒体の幅に合わせて縮小した縮小画像を、前記テープ状媒体に印刷するための印刷画像
を生成し、
　前記入力情報を前記文字情報より大きなフォントサイズとし、且つ前記縮小画像の印刷
領域、前記入力情報の印刷領域、前記文字情報の印刷領域の順に横並びに配置した前記印
刷画像を生成することを特徴とする印刷画像生成装置。
【請求項２】
　前記印刷画像をプレビュー表示するプレビュー表示部をさらに備え、
　前記プレビュー表示部は、前記テープ状媒体に印刷された印刷画像の印刷イメージと、
当該印刷イメージのテープ長方向の長さを示す目盛りと、を表示することを特徴とする請
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求項１に記載の印刷画像生成装置。
【請求項３】
　前記入力部は、前記入力情報として、前記被撮影画像の題名の他、撮影者およびレンズ
名を入力することを特徴とする請求項１または２に記載の印刷画像生成装置。
【請求項４】
　前記画像情報は、アーティスト、撮影著作権者、編集著作権者のいずれかを含み、
　前記入力部は、前記画像情報に、前記アーティスト、前記撮影著作権者、前記編集著作
権者のいずれかが含まれる場合、前記撮影者の入力に代えて、前記画像情報に含まれる前
記アーティスト、前記撮影著作権者、前記編集著作権者のいずれかを選択できることを特
徴とする請求項３に記載の印刷画像生成装置。
【請求項５】
　前記画像情報は、機材に関する項目および露出に関する項目を含む複数の項目を含み、
　前記複数の項目の中からいずれかの項目を選択する項目選択部をさらに備え、
　前記変換部は、前記項目選択部によって選択された項目を、前記文字情報に変換するこ
とを特徴とする請求項１ないし４のいずれか１項に記載の印刷画像生成装置。
【請求項６】
　前記画像情報は、前記被撮影画像を撮影した画像入力機器のモデル名を含み、
　前記印刷画像生成部は、前記文字情報の中の前記画像入力機器のモデル名にメーカ名が
含まれる場合、当該メーカ名を省略して前記印刷画像を生成することを特徴とする請求項
１ないし５のいずれか１項に記載の印刷画像生成装置。
【請求項７】
　前記画像情報は、レンズのモデル名を含み、
　前記印刷画像生成部は、前記文字情報の中の前記レンズのモデル名にメーカ名が含まれ
る場合、当該メーカ名を省略して前記印刷画像を生成することを特徴とする請求項１ない
し６のいずれか１項に記載の印刷画像生成装置。
【請求項８】
　前記画像情報は、Ｆナンバーまたはレンズ焦点距離を含み、
　前記変換部は、前記文字情報への変換時に、分数表記の前記Ｆナンバーまたは前記レン
ズ焦点距離を小数点表記に変換することを特徴とする請求項１ないし７のいずれか１項に
記載の印刷画像生成装置。
【請求項９】
　前記画像情報は、露出時間を含み、
　前記変換部は、前記文字情報への変換時に、前記露出時間が１秒以上の場合は小数点表
記に変換し、前記露出時間が１秒未満の場合は約分した真分数表記に変換することを特徴
とする請求項１ないし８のいずれか１項に記載の印刷画像生成装置。
【請求項１０】
　前記画像情報は、露光補正値を含み、
　前記変換部は、前記文字情報への変換時に、前記露光補正値の絶対値が１以上の場合は
帯分数表記に変換し、前記露光補正値の絶対値が１未満の場合は約分した真分数表記に変
換することを特徴とする請求項１ないし９のいずれか１項に記載の印刷画像生成装置。
【請求項１１】
　被撮影画像の撮影時に当該被撮影画像の画像データと共に記録される画像情報を文字情
報に変換する変換部と、
　前記被撮影画像の題名を含む入力情報を入力する入力部と、
　前記変換部によって変換された前記文字情報および、前記入力部によって入力された前
記入力情報を、ラベル用の印刷媒体に印刷するための印刷画像を生成する印刷画像生成部
と、
　前記印刷画像の印刷指示を行う印刷指示部と、を備え、
　前記画像情報は、前記被撮影画像を撮影した画像入力機器のモデル名を含み、
　前記印刷画像生成部は、前記文字情報の中の前記画像入力機器のモデル名にメーカ名が
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含まれる場合、当該メーカ名を省略して前記印刷画像を生成することを特徴とする印刷画
像生成装置。
【請求項１２】
　被撮影画像の撮影時に当該被撮影画像の画像データと共に記録される画像情報を文字情
報に変換する変換部と、
　前記被撮影画像の題名を含む入力情報を入力する入力部と、
　前記変換部によって変換された前記文字情報および、前記入力部によって入力された前
記入力情報を、ラベル用の印刷媒体に印刷するための印刷画像を生成する印刷画像生成部
と、
　前記印刷画像の印刷指示を行う印刷指示部と、を備え、
　前記画像情報は、レンズのモデル名を含み、
　前記印刷画像生成部は、前記文字情報の中の前記レンズのモデル名にメーカ名が含まれ
る場合、当該メーカ名を省略して前記印刷画像を生成することを特徴とする印刷画像生成
装置。
【請求項１３】
　印刷画像生成装置およびプリンタを備えた印刷システムであって、
　前記印刷画像生成装置は、
　被撮影画像の撮影時に当該被撮影画像の画像データと共に記録される画像情報を文字情
報に変換する変換部と、
　前記被撮影画像の題名を含む入力情報を入力する入力部と、
　前記変換部によって変換された前記文字情報と、前記入力部によって入力された前記入
力情報と、前記被撮影画像の画像データを、テープ状媒体の幅に合わせて縮小した縮小画
像と、を、前記入力情報を前記文字情報より大きなフォントサイズとし、且つ前記縮小画
像の印刷領域、前記入力情報の印刷領域、前記文字情報の印刷領域の順に横並びに配置し
、出品または展示する前記被撮影画像に貼付するラベル用として、前記テープ状媒体に印
刷するための印刷画像を生成する印刷画像生成部と、
　前記プリンタに対し、前記印刷画像の印刷指示を行う印刷指示部と、を有し、
　前記プリンタは、
　前記印刷指示部による印刷指示にしたがって、前記印刷画像を前記テープ状媒体に印刷
する印刷部を有することを特徴とする印刷システム。
【請求項１４】
　被撮影画像の撮影時に当該被撮影画像の画像データと共に記録される画像情報を文字情
報に変換する変換ステップと、
　前記被撮影画像の題名を含む入力情報を入力する入力ステップと、
　前記変換ステップにて変換された前記文字情報と、前記入力ステップにて入力された前
記入力情報と、前記被撮影画像の画像データを、テープ状媒体の幅に合わせて縮小した縮
小画像と、を、前記入力情報を前記文字情報より大きなフォントサイズとし、且つ前記縮
小画像の印刷領域、前記入力情報の印刷領域、前記文字情報の印刷領域の順に横並びに配
置し、出品または展示する前記被撮影画像に貼付するラベル用として、前記テープ状媒体
に印刷するための印刷画像を生成する印刷画像生成ステップと、を実行することを特徴と
する印刷画像生成方法。
【請求項１５】
　コンピューターに、請求項１４に記載の印刷画像生成方法における各ステップを実行さ
せるためのプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、被撮影画像（デジタル写真）のメタデータを印刷するための印刷画像生成装
置、印刷システム、印刷画像生成方法およびプログラムに関する。
【背景技術】
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【０００２】
　デジタルカメラ等で撮影した被撮影画像を作品としてコンテストに出品したり展覧会で
展示したりする場合、被撮影画像の題名、撮影者名、機材情報、露出情報など各種情報を
作品画像に付加してコンテストや展示会の主催者に提示する必要がある。従来は、これら
の情報を手書きするユーザーが多かった。ところが、情報量が多く、誤記の恐れもあるた
め、近年は、撮影時に被撮影画像の画像データと共に記録される画像情報（Ｅｘｉｆ情報
）を用いて、各種情報を印刷する技術が提案されている。
【０００３】
　例えば、被撮影画像の画像データと、そのメタデータである画像情報とを、重なり合わ
ないように隣り合って設けられた領域に印刷する方法が提案されている（例えば、特許文
献１）。また画像データに画像情報を重畳して印刷する方法（例えば、特許文献２）や、
画像データを印刷した印刷用紙の裏面にインデックス画像を印刷する方法（例えば、特許
文献３）も提案されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特許第４５６０４３０号公報
【特許文献２】特開２００４－２２２１０８号公報
【特許文献３】特開２００７－１５８５３６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ところが、特許文献１の方法では、画像データに隣接して画像情報を印刷するため、用
紙を無駄にしてしまう問題がある。特に、出品・展覧用の印刷用紙は高価な用紙を用いる
ことが多いため、できるだけ無駄を少なくすることが好ましい。また、この手の印刷用紙
は厚手のものが多いため、切り取って作品の裏面に貼り付けようとすると部分的に厚くな
ってしまい額装が困難になる。つまり、枠の種類（しゃくり寸法）によっては、貼り付け
部分が額縁枠のしゃくりに収まらず、泥足加工をして厚み調整を行うなどの面倒な加工が
必要となる。
【０００６】
　また、特許文献２の方法は、画像データに画像情報を重畳して印刷するため、出品・展
覧用の作品には適用できない。さらに、特許文献３の方法は、画像データの裏面に印刷す
るため、印刷時の用紙搬送による搬送傷によって作品を損ねる恐れがある。また、印刷面
が柔らかい用紙（例えば、漆喰などが塗布された用紙）の場合は裏面印刷ができない（例
えば、搬送によって漆喰が剥離する）といった問題もある。
【０００７】
　本発明は、上記の問題点に鑑み、作品として出品・展示する被撮影画像に付加すべき情
報を、容易且つ安価に、また作品を損ねることなく印刷可能な印刷画像生成装置、印刷シ
ステム、印刷画像生成方法およびプログラム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】
【０００８】
　本発明の印刷画像生成装置は、被撮影画像の撮影時に当該被撮影画像の画像データと共
に記録される画像情報を文字情報に変換する変換部と、被撮影画像の題名を含む入力情報
を入力する入力部と、変換部によって変換された文字情報および、入力部によって入力さ
れた入力情報を、ラベル用の印刷媒体に印刷するための印刷画像を生成する印刷画像生成
部と、印刷画像の印刷指示を行う印刷指示部と、を備えることを特徴とする。
【０００９】
　本発明の印刷画像生成方法は、被撮影画像の撮影時に当該被撮影画像の画像データと共
に記録される画像情報を文字情報に変換する変換ステップと、被撮影画像の題名を含む入
力情報を入力する入力ステップと、変換ステップにて変換された文字情報および、入力ス
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テップにて入力された入力情報を、ラベル用の印刷媒体に印刷するための印刷画像を生成
する印刷画像生成ステップと、を実行することを特徴とする。
【００１０】
　本発明の構成によれば、画像情報を変換した文字情報および、被撮影画像の題名を含む
入力情報を、ラベル用の印刷媒体に印刷するための印刷画像を生成するため、出品・展示
する作品に付加すべき情報を容易且つ安価に印刷することができる。つまり、作品に付加
すべき情報を、手書きの手間なく、安価なラベル用紙に印刷することができる。また、印
刷画像は、作品とは別の印刷媒体に印刷されるため、作品を損ねる心配もない。さらに、
入力情報として出品・展示する作品に不可欠な「被撮影画像の題名」を入力できるため、
画像情報に「画像タイトル（Ｅｘｉｆで規定されたタグ名）」が含まれない場合でも、作
品貼付用として不足のないラベルを印刷することができる。また、ラベル用の印刷媒体は
、出品・展示する作品を印刷するための印刷用紙より薄手であるため、作品の裏面に貼り
付けて額装する際に、枠の種類を選ばないといった利点がある。
【００１１】
　上記の印刷画像生成装置において、印刷画像生成部は、文字情報および入力情報と共に
、被撮影画像の画像データを縮小した縮小画像を、印刷媒体に印刷するための印刷画像を
生成することを特徴とする。
【００１２】
　本発明の構成によれば、ラベルに被撮影画像の縮小画像が印刷されるため、被撮影画像
（作品）との対応づけを容易に行うことができる。これにより、複数の作品について複数
枚のラベルを同時に作成し、その後作品への貼付作業を行うなど、効率的な作業が可能と
なる。
【００１３】
　上記の印刷画像生成装置において、印刷画像生成部は、入力情報を文字情報より大きな
フォントサイズとし、且つ縮小画像の印刷領域、入力情報の印刷領域、文字情報の印刷領
域の順に横並びに配置した印刷画像を生成することを特徴とする。
【００１４】
　本発明の構成によれば、入力情報を、画像情報を変換した文字情報より大きなフォント
サイズで印刷するため、出品・展示する作品に不可欠な「被撮影画像の題名」等の入力情
報を目立たせることができる。また、縮小画像、入力情報、文字情報の順に、各印刷領域
を横並びに配置するため、作品に対してラベルサイズが大きい場合や被撮影画像との対応
付けに用いる縮小画像が不要となった場合に、ラベルの片側に配置された縮小画像の印刷
領域をカットするなどの加工が可能となる。
【００１５】
　上記の印刷画像生成装置において、ラベル用の印刷媒体は、テープ状媒体であり、印刷
画像をプレビュー表示するプレビュー表示部をさらに備え、プレビュー表示部は、テープ
状媒体に印刷された印刷画像の印刷イメージと、当該印刷イメージのテープ長方向の長さ
を示す目盛りと、を表示することを特徴とする。
【００１６】
　本発明の構成によれば、印刷媒体としてテープ状媒体を用いるため、入力情報や文字情
報の文字数に応じて適宜テープ長を可変できる。つまり、文字数が多い場合でも、フォン
トサイズを小さくしたり改行幅を狭くしたりする必要がないため、ラベルの見栄えを損ね
ることがない。また、プレビュー表示部では、印刷イメージのテープ長方向の長さを示す
目盛りを表示するため、ユーザーは、印刷前にラベル長を把握することができる。これに
より、作成したラベルが長すぎて作品に貼付できないなどの不具合がなく、その結果印刷
媒体を無駄にすることもない。
【００１７】
　上記の印刷画像生成装置において、入力部は、入力情報として、被撮影画像の題名の他
、撮影者およびレンズ名を入力することを特徴とする。
【００１８】
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　本発明の構成によれば、入力情報として出品・展示する作品に不可欠な「撮影者」を入
力できるため、画像情報に「アーティスト（Ｅｘｉｆで規定されたタグ名）」、「撮影著
作権者（Ｅｘｉｆで規定されたタグ名）」、「編集著作権者（Ｅｘｉｆで規定されたタグ
名）」が含まれない場合でも、作品貼付用として不足のないラベルを作成できる。また、
「レンズ名」は、メーカによって画像情報（「レンズのモデル名（Ｅｘｉｆで規定された
タグ名）」）にレンズ名を含めない場合があるため、そのようなメーカの画像入力機器を
用いた場合でも、確実にレンズ名をラベルに印刷することができる。
【００１９】
　上記の印刷画像生成装置において、画像情報は、アーティスト、撮影著作権者、編集著
作権者のいずれかを含み、入力部は、画像情報に、アーティスト、撮影著作権者、編集著
作権者のいずれかが含まれる場合、撮影者の入力に代えて、画像情報に含まれるアーティ
スト、撮影著作権者、編集著作権者のいずれかを選択できることを特徴とする。
【００２０】
　本発明の構成によれば、画像情報に含まれる情報が「撮影者」に適用できる場合、ユー
ザーは「撮影者」の入力を省略することができる。
　なお、画像情報に「アーティスト（Ｅｘｉｆで規定されたタグ名）」、「撮影著作権者
（Ｅｘｉｆで規定されたタグ名）」、「編集著作権者（Ｅｘｉｆで規定されたタグ名）」
のいずれか２以上が含まれる場合は、その中から１の項目を選択可能とすることが好まし
い。
【００２１】
　上記の印刷画像生成装置において、画像情報は、機材に関する項目および露出に関する
項目を含む複数の項目を含み、複数の項目の中からいずれかの項目を選択する項目選択部
をさらに備え、変換部は、項目選択部によって選択された項目を、文字情報に変換するこ
とを特徴とする。
【００２２】
　本発明の構成によれば、画像情報に含まれる複数の項目の中から、ユーザーが必要な情
報を選択してラベルに印刷することができる。
　なお、「機材に関する項目」は、「画像入力機器のメーカ名」、「画像入力機器のモデ
ル名」、「レンズの仕様情報」、「レンズのメーカ名」、「レンズのモデル名」、「レン
ズシリアル番号」などを含む（いずれもＥｘｉｆで規定されたタグ名）。
　また、「露出に関する項目」は、「Ｆナンバー」、「露出時間」、「露出プログラム」
、「撮影感度」、「露光補正値」、「測光方式」などを含む（いずれもＥｘｉｆで規定さ
れたタグ名）。
【００２３】
　上記の印刷画像生成装置において、画像情報は、被撮影画像を撮影した画像入力機器の
モデル名を含み、印刷画像生成部は、文字情報の中の画像入力機器のモデル名にメーカ名
が含まれる場合、当該メーカ名を省略して印刷画像を生成することを特徴とする。
【００２４】
　本発明の構成によれば、画像情報に、「画像入力機器のメーカ名（Ｅｘｉｆで規定され
たタグ名）」および「画像入力機器のモデル名（Ｅｘｉｆで規定されたタグ名）」が含ま
れる場合であって、「画像入力機器のモデル名（Ｅｘｉｆで規定されたタグ名）」を示す
文字情報にメーカ名を示す文字列が含まれる場合に、メーカ名が重複して印刷されること
を防止できる。
【００２５】
　上記の印刷画像生成装置において、画像情報は、レンズのモデル名を含み、印刷画像生
成部は、文字情報の中のレンズのモデル名にメーカ名が含まれる場合、当該メーカ名を省
略して印刷画像を生成することを特徴とする。
【００２６】
　本発明の構成によれば、画像情報に、「レンズのメーカ名（Ｅｘｉｆで規定されたタグ
名）」および「レンズのモデル名（Ｅｘｉｆで規定されたタグ名）」が含まれる場合であ
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って、「レンズのモデル名（Ｅｘｉｆで規定されたタグ名）」を示す文字情報にメーカ名
を示す文字列が含まれる場合に、メーカ名が重複して印刷されることを防止できる。
【００２７】
　上記の印刷画像生成装置において、画像情報は、Ｆナンバーまたはレンズ焦点距離を含
み、変換部は、文字情報への変換時に、分数表記のＦナンバーまたはレンズ焦点距離を小
数点表記に変換することを特徴とする。
【００２８】
　本発明の構成によれば、Ｅｘｉｆで規定される分数表記の「Ｆナンバー」や「レンズ焦
点距離」を、分かり易い小数点表記で示すことができる。
【００２９】
　上記の印刷画像生成装置において、画像情報は、露出時間を含み、変換部は、文字情報
への変換時に、露出時間が１秒以上の場合は小数点表記に変換し、露出時間が１秒未満の
場合は約分した真分数表記に変換することを特徴とする。
【００３０】
　本発明の構成によれば、Ｅｘｉｆで規定される「露出時間」を、１秒以上か否かに応じ
て、分かり易く示すことができる。
【００３１】
　上記の印刷画像生成装置において、画像情報は、露光補正値を含み、変換部は、文字情
報への変換時に、露光補正値の絶対値が１以上の場合は帯分数表記に変換し、露光補正値
の絶対値が１未満の場合は約分した真分数表記に変換することを特徴とする。
【００３２】
　本発明の構成によれば、Ｅｘｉｆで規定される「露光補正値」を、露光補正値の絶対値
が１以上か否かに応じて、分かり易く示すことができる。
【００３３】
　本発明の印刷システムは、印刷画像生成装置およびプリンタを備えた印刷システムであ
って、印刷画像生成装置は、被撮影画像の撮影時に当該被撮影画像の画像データと共に記
録される画像情報を文字情報に変換する変換部と、被撮影画像の題名を含む入力情報を入
力する入力部と、変換部によって変換された文字情報および、入力部によって入力された
入力情報を、ラベル用の印刷媒体に印刷するための印刷画像を生成する印刷画像生成部と
、プリンタに対し、印刷画像の印刷指示を行う印刷指示部と、を有し、プリンタは、印刷
指示部による印刷指示にしたがって、印刷画像を印刷媒体に印刷する印刷部を有すること
を特徴とする。
【００３４】
　本発明の構成によれば、画像情報を変換した文字情報および、被撮影画像の題名を含む
入力情報をラベル用の印刷媒体に印刷するため、出品・展示する作品に貼付するラベルを
容易且つ安価に作成することができる。また、入力情報として出品・展示する作品に不可
欠な「被撮影画像の題名」を入力できるため、画像情報に「画像タイトル（Ｅｘｉｆで規
定されたタグ名）」が含まれない場合でも、作品貼付用として不足のないラベルを作成す
ることができる。
【００３５】
　本発明のプログラムは、コンピューターに、上記の印刷画像生成方法における各ステッ
プを実行させることを特徴とする。
【００３６】
　このプログラムを用いることにより、作品として出品・展示する被撮影画像に付加すべ
き情報を、容易且つ安価に、また作品を損ねることなく印刷可能な印刷画像生成方法を実
現できる。
【図面の簡単な説明】
【００３７】
【図１】本発明の一実施形態に係る印刷システムのシステム構成を示すブロック図である
。



(8) JP 6409430 B2 2018.10.24

10

20

30

40

50

【図２】印刷システムの機能構成を示すブロック図である。
【図３】作品貼付ラベルの一例を示す平面図である。
【図４】第１編集画面の表示例を示す図である。
【図５】第２編集画面の表示例を示す図である。
【図６】第１編集画面においてレンズ入力欄のプルダウンメニューを開いた状態の表示例
を示す図である。
【図７】変形例１に係る第１編集画面の表示例を示す図である。
【図８】変形例２に係る編集画面の表示例を示す図である。
【図９】変形例３に係る作品貼付ラベルの一例を示す平面図である。
【発明を実施するための形態】
【００３８】
　以下、本発明の一実施形態に係る印刷画像生成装置、印刷システム、印刷画像生成方法
およびプログラムについて、添付図面を参照しながら詳細に説明する。本実施形態では、
印刷画像生成装置を、ＰＣ（Personal　Computer）に適用した場合について例示する。
【００３９】
　図１は、本発明の一実施形態に係る印刷システムＳＹのシステム構成を示すブロック図
である。印刷システムＳＹは、印刷画像を生成するＰＣ１と、ＰＣ１によって生成された
印刷画像を印刷するテーププリンタ２と、を備える。
【００４０】
　ＰＣ１は、制御部１１、キーボード１２、マウス１３、表示画面１４、記憶部１５およ
び通信インターフェース（以下、「通信Ｉ／Ｆ」と表記する）１６を備え、これらはバス
１７を介して接続される。
【００４１】
　制御部１１は、ＣＰＵ（Central　Processing　Unit）、ＲＯＭ（Read　Only　Memory
）およびＲＡＭ（Random　Access　Memory）等を含み、ＰＣ１の全体を制御する。キーボ
ード１２およびマウス１３は、ユーザーによる情報入力をはじめ各種操作に用いられる。
表示画面１４は、後述する編集画面Ｄ（Ｄ１，Ｄ２、図４～図６参照）をはじめ各種情報
を表示する。
【００４２】
　記憶部１５は、ＨＤＤ（Hard　disk　drive）などの不揮発性記憶装置であり、各種制
御プログラムおよび各種制御データを記憶する。本実施形態のＰＣ１は、制御プログラム
として、ラベル印刷アプリケーション（請求項における「プログラム」）およびプリンタ
ドライバーを記憶する。ラベル印刷アプリケーションは、作品貼付ラベルＬ（図３等参照
）を印刷するためのアプリケーション・ソフトウェアである。この作品貼付ラベルＬは、
被撮影画像（デジタルカメラ等で撮影したデジタル写真）を、作品としてコンテストや展
覧会に出品・展示したり作品を整理・管理したりするために、作品の裏面に貼付されるも
のである。また、プリンタドライバーは、テーププリンタ２を制御するためのデバイスド
ライバーである。
【００４３】
　通信Ｉ／Ｆ１６は、テーププリンタ２と通信を行うためのインターフェースである。通
信方法は、有線・無線を問わない。また、接続形態も、ネットワークを介して接続されて
も良いしケーブル等の１対１接続であっても良い。
【００４４】
　一方、テーププリンタ２は、制御部２１、記憶部２２、通信Ｉ／Ｆ２３、印刷ヘッド２
４、搬送機構２５および切断機構２６を備え、これらはバス２７を介して接続される。
【００４５】
　制御部２１は、ＣＰＵ、ＲＡＭおよびバッファー等を含み、テーププリンタ２の全体を
制御する。記憶部２２は、ファームウェアをはじめとする各種制御プログラムおよび制御
データを記憶する。通信Ｉ／Ｆ２３は、ＰＣ１と通信を行う。
【００４６】
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　印刷ヘッド２４は、テープ状（長尺状）の印刷媒体である印刷テープ３１に印刷を行う
。また、本実施形態のテーププリンタ２には、印刷テープ３１、インクリボン３２および
プラテンローラー３３を収容するテープカートリッジＣが供給されている。印刷テープ３
１は、裏面に粘着剤層が形成された記録テープと、粘着剤層により記録テープに貼り付け
られた剥離テープと、から成り、ロール状に巻回されたテープリールとして、テープカー
トリッジＣ内に収容されている。また、インクリボン３２は、印刷テープ３１と同じ幅で
構成され、ロール状に巻回されたリボンリールとして、テープカートリッジＣ内に収容さ
れている。なお、特に図示しないが、テープカートリッジＣが装着されるカートリッジ装
着部には、カートリッジ種別を検出するための検出部が設けられている。当該検出部によ
って、印刷テープ３１のテープ幅、テープ色、材質等を検出可能である。
【００４７】
　搬送機構２５は、テープリールから繰り出された印刷テープ３１を、印刷位置（印刷ヘ
ッド２４およびプラテンローラー３３が対峙する位置）およびテープ排出口に向けて搬送
する。また、切断機構２６は、テープ排出口付近に臨み、印刷済みの印刷テープ３１をテ
ープ幅方向に切断する。
【００４８】
　上記の構成により、テーププリンタ２は、テープカートリッジＣがカートリッジ装着部
に装着されると、印刷ヘッド２４が印刷テープ３１およびインクリボン３２を挟み込んで
プラテンローラー３３に当接し、印刷が可能となる。その後、ＰＣ１からの印刷指示にし
たがって、搬送機構２５によりテープカートリッジＣから印刷テープ３１を繰り出し、印
刷ヘッド２４の発熱素子を選択的に発熱させることにより印刷テープ３１の記録テープに
印刷を行う。印刷実行中は、搬送機構２５により印刷テープ３１の印刷済み部分を、随時
テープ排出口から筐体外部に送り出し、印刷を完了すると、テープ長に到達する位置まで
後ろ余白分の送りを行った後、一旦送りを停止し、切断機構２６によって印刷テープ３１
を切断する。なお、以下の説明では、印刷済み且つ切断済みの印刷テープ３１をラベル（
作品貼付ラベルＬ）と称する。
【００４９】
　次に、図２を参照し、印刷システムＳＹの機能構成について説明する。ＰＣ１は機能構
成として、取得部１１０、項目選択部１２０、入力部１３０、変換部１４０、印刷画像生
成部１５０、プレビュー表示部１６０および印刷指示部１７０を備える。なお、これらの
うち、印刷指示部１７０は、プリンタドライバーの機能であり、それ以外はラベル印刷ア
プリケーションの機能である。また、ラベル印刷アプリケーションの機能のうち、項目選
択部１２０、入力部１３０およびプレビュー表示部１６０は、主に編集画面Ｄによって実
現される機能である。
【００５０】
　取得部１１０は、画像入力機器による被撮影画像の撮影時に記録される被撮影画像の画
像データと、そのメタデータである画像情報と、を取得する。ここで、「画像入力機器」
とは、デジタルスチルカメラ、デジタルビデオカメラ、カメラ付き携帯電話、カメラ付き
タブレット端末（例えばスマートフォン）などを指す。また、「被撮影画像」とは、一般
社団法人カメラ映像機器工業会（ＣＩＰＡ）および社団法人電子情報技術産業協会（ＪＥ
ＩＴＡ）により共同で策定されたデジタルスチルカメラ用画像ファイルフォーマット規格
（Ｅｘｉｆ）により規定されるところの「主画像」を指す。
【００５１】
　また、「画像情報」とは、同じくＥｘｉｆにより規定されるところの「タグ」の集合体
および「サムネイルデータ」を指す。本実施形態において、「画像情報」は、機材に関す
る項目および露出に関する項目を含む複数の項目（複数のタグ）を含む。ここで、「機材
に関する項目」は、「画像入力機器のメーカ名」、「画像入力機器のモデル名」、「レン
ズの仕様情報」、「レンズのメーカ名」、「レンズのモデル名」、「レンズシリアル番号
」などを含む（いずれもＥｘｉｆで規定されたタグ名）。また、「露出に関する項目」は
、「Ｆナンバー」、「露出時間」、「露出プログラム」、「撮影感度」、「露光補正値」



(10) JP 6409430 B2 2018.10.24

10

20

30

40

50

、「測光方式」などを含む（いずれもＥｘｉｆで規定されたタグ名）。その他、「画像情
報」として、上記した項目以外のＥｘｉｆで規定される各種タグを含めても良い。
【００５２】
　なお、取得部１１０による画像データおよび画像情報の取得は、画像入力機器から有線
・無線通信を介して取得しても良いし、画像入力機器以外の記憶装置（例えばインターネ
ット上のＷｅｂサーバ）から有線・無線通信を介して取得しても良いし、各種メモリを介
して取得しても良い。
【００５３】
　項目選択部１２０は、「画像情報」に含まれる複数の項目の中からいずれかの項目を選
択する。本実施形態では、第２編集画面Ｄ２（図５参照）において、作品貼付ラベルＬへ
の印刷対象となる項目（タグ名）を選択する。
【００５４】
　入力部１３０は、作品の題名（被撮影画像の題名）、撮影者、レンズ名およびフォント
種類を含む入力情報を入力する。本実施形態では、第１編集画面Ｄ１（図４参照）におい
て、レンズ名および作品の題名が入力され、第２編集画面Ｄ２（図５参照）において、フ
ォント種類および撮影者が入力される。ここで、「入力」とは、キーボード１２を用いて
文字を入力することだけでなく、複数の選択候補の中からいずれかの候補を選択して入力
することも含む概念である。
【００５５】
　変換部１４０は、Ｅｘｉｆの規格に基づいて、取得部１１０によって取得された画像情
報のうち項目選択部１２０によって選択された項目を文字情報に変換する。このとき、変
換部１４０は、Ｅｘｉｆの規格では分数表記となっている「Ｆナンバー（Ｅｘｉｆで規定
されたタグ名）」および「レンズ焦点距離（Ｅｘｉｆで規定されたタグ名）」を小数点表
記に変換する。また、「露出時間（Ｅｘｉｆで規定されたタグ名）」については、１秒以
上の場合は小数点表記に変換し、１秒未満の場合は約分した真分数表記に変換する。さら
に、「露光補正値（Ｅｘｉｆで規定されたタグ名）」については、その絶対値が１以上の
場合は帯分数表記に変換し、１未満の場合は約分した真分数表記に変換する。これらの構
成により、Ｅｘｉｆの規定では分かりづらいこれらの項目を、ユーザーに分かり易く示す
ことができる。なお、変換アルゴリズムについては、ユークリッド互除法を用いるなど既
知のアルゴリズムを適用可能である。
【００５６】
　印刷画像生成部１５０は、変換部１４０によって変換された文字情報および、入力部１
３０によって入力された入力情報を、印刷テープ３１（ラベル用の印刷媒体）に印刷する
ための印刷画像を生成する。また、印刷画像生成部１５０は、印刷テープ３１のテープ幅
に合わせて被撮影画像の画像データを縮小することにより縮小画像を生成し、これを含め
て印刷画像を生成する。
【００５７】
　また、印刷画像生成部１５０は、変換部１４０によって変換された文字情報の中の「画
像入力機器のモデル名」にメーカ名を示す文字列が含まれる場合、当該メーカ名を示す文
字列を省略して印刷画像を生成する。同様に、印刷画像生成部１５０は、変換部１４０に
よって変換された文字情報の中の「レンズのモデル名」にメーカ名を示す文字列が含まれ
る場合、当該メーカ名を示す文字列を省略して印刷画像を生成する。これらの構成により
、作品貼付ラベルＬに「画像入力機器またはレンズのメーカ名（Ｅｘｉｆで規定されたタ
グ名）と「画像入力機器またはレンズのモデル名（Ｅｘｉｆで規定されたタグ名）」を併
記したときに、メーカ名が重複して印刷されることを防止できる。
【００５８】
　なお、このようなメーカ名の省略は、項目選択部１２０によって「画像入力機器のメー
カ名（Ｅｘｉｆで規定されたタグ名）および「画像入力機器のモデル名（Ｅｘｉｆで規定
されたタグ名）」の両方が選択された場合若しくは、「レンズのメーカ名（Ｅｘｉｆで規
定されたタグ名）および「レンズのモデル名（Ｅｘｉｆで規定されたタグ名）」の両方が
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選択された場合に限り行っても良い。
【００５９】
　更に、印刷画像生成部１５０は、変換部１４０によって変換された文字情報の中の「露
出モード」が露出マニュアルで、且つ「露出プログラム」がマニュアルである場合、「露
出プログラム」の文字列を省略して印刷画像を生成する。この構成により、作品貼付ラベ
ルＬに「露出モード」と「露出プログラム」を併記し、マニュアル撮影であったとき、マ
ニュアル撮影の項目が重複して印刷されることを防止できる。
【００６０】
　プレビュー表示部１６０は、印刷画像生成部１５０によって生成された印刷画像を、そ
の印刷媒体となる印刷テープ３１のテープイメージと共にプレビュー表示する（作品貼付
ラベルＬの印刷イメージを表示する，図４参照）。また、プレビュー表示部１６０は、当
該テープイメージのテープ長方向の長さを示す目盛りを表示する。この構成により、ユー
ザーは、印刷前に作品貼付ラベルＬのラベル長を把握することができ、作成した作品貼付
ラベルＬが長すぎて作品に貼付できないなどの不具合を解消できる。
【００６１】
　印刷指示部１７０は、テーププリンタ２に対し、印刷画像生成部１５０によって生成さ
れた印刷画像の印刷指示を行う。具体的には、テーププリンタ２が解釈可能な印刷コマン
ド（切断コマンドを含む）を生成し、テーププリンタ２に送信する。
【００６２】
　なお、印刷指示部１７０は、印刷コマンドを生成するのではなく、ＸＭＬ（Extensible
　Markup　Language）言語などのマークアップ言語で記述した印刷命令を送信しても良い
（但し、テーププリンタ２がマークアップ言語を解釈できることが前提）。この場合、ド
ライバーレスの構成とすることができる。
【００６３】
　一方、テーププリンタ２は、機能構成として印刷部２１０を備える。印刷部２１０は、
印刷指示部１７０による印刷指示にしたがって印刷テープ３１に印刷画像を印刷し印刷テ
ープ３１を切断することにより作品貼付ラベルＬを作成する。
【００６４】
　次に、図３を参照し、作品貼付ラベルＬの印刷フォーマットおよび印刷項目について説
明する。印刷画像生成部１５０は、画像データを縮小した縮小画像、入力部１３０によっ
て入力された入力情報および変換部１４０によって変換された文字情報を、所定の印刷フ
ォーマットにしたがって配置・表記する。具体的には、印刷テープ３１の先端から（図示
左側から）、縮小画像の印刷領域４１、入力情報の印刷領域４２、文字情報の印刷領域４
３の順に横並びに配置する。また、入力情報を文字情報より大きなフォントサイズとする
。また、入力情報の中では、作品の題名を、撮影者名より大きなフォントサイズとする。
また、文字情報の中では、全ての項目を同一のフォントサイズとする。
【００６５】
　また、入力情報の印刷領域４２および文字情報の印刷領域４３では、印刷テープ３１の
テープ長方向（長手方向）が行方向となるように、文字を配置する。また、入力情報の印
刷領域４２では、作品の題名と撮影者名を各１行で配置する。したがって、作品の題名ま
たは撮影者名の文字数が大きい場合、その分入力情報の印刷領域４２がテープ長方向に広
がる。また、いずれの項目も、タグ名よりタグ内容のフォントサイズを大きくする。
【００６６】
　また、文字情報の印刷領域４３では、第２編集画面Ｄ２で選択された複数の項目につい
て、タグ名とそのタグ内容が「コロン（：）」を挟んで表記される。但し、「ファイル名
（********.jpeg）」、「原画像データの生成日時（2014:07:31:14:45:59）」など予め定
められた一部の項目については、タグ名の記載を省略している。また、同図の例では、印
刷領域４３を４行構成としているが、選択された項目数に応じて、行数を変化させても良
い。また、行数の変化に伴って、フォントサイズを大きくしても良い。また、複数行のう
ち最長の行に合わせて、他の行の項目間の間隔（余白）を広くすることで、テープ長方向
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に均等配置しても良い。
【００６７】
　また、本実施形態では、印刷テープ３１のテープ幅を固定幅としている。このため、ラ
ベル印刷アプリケーションから印刷指示を行った時点で、テーププリンタ２に装着された
テープカートリッジＣのテープ幅が固定幅と一致しない場合、ラベル印刷アプリケーショ
ンは、テープカートリッジＣの交換を促すエラーメッセージを表示画面１４に表示する。
なお、エラーメッセージは、固定幅よりもテープ幅が狭い場合のみ表示し、固定幅よりも
テープ幅が広い場合は表示しない構成としても良い。この場合、テープ幅に合わせて印刷
画像を拡大印刷しても良いし、固定幅の印刷テープ３１に印刷する場合と同様の画像サイ
ズで、テープ幅方向中央寄せの配置で印刷しても良い。
【００６８】
　次に、図４～図６を参照し、編集画面Ｄの表示フォーマットおよび表示項目について説
明する。編集画面Ｄは、第１編集画面Ｄ１と第２編集画面Ｄ２を備える。このうち第１編
集画面Ｄ１は、ラベル印刷アプリケーションの起動によって開かれるメイン画面であり、
第２編集画面Ｄ２は第１編集画面Ｄ１から呼び出される（開かれる）サブ画面である。
【００６９】
　図４に示すように、第１編集画面Ｄ１は、プレビュー表示領域５１と、入力領域５２と
、から成る。プレビュー表示領域５１では、作品貼付ラベルＬの印刷イメージ６１（印刷
テープ３１に印刷された印刷画像の印刷イメージ）と、実際に作成される作品貼付ラベル
Ｌのテープ長を示す目盛り６２と、印刷イメージ６１をスクロール表示するためのスクロ
ールバー６３と、を表示する。同図の例では、目盛り６２をｍｍ単位で表示しているが、
ｉｎｃｈなど他の単位に切り替え可能としても良い。
【００７０】
　また、入力領域５２では、レンズ入力欄６４と、題名入力欄６５と、ヘルプボタン６６
と、印刷実行ボタン６７と、を表示する。レンズ入力欄６４では、プルダウンボタンが押
下されると、図６に示すようなプルダウンメニュー６４ａを表示する。このプルダウンメ
ニュー６４ａの中から「新規レンズモデル名」が選択されると、キーボード１２による文
字入力が可能となり、入力された文字列を印刷イメージ６１の「レンズのモデル名」に反
映する。また、「Ｅｘｉｆ」が選択されると、画像情報に含まれる「レンズのモデル名（
Ｅｘｉｆで規定されたタグ名）」を、印刷イメージ６１の「レンズのモデル名」に反映す
る。さらに、予めラベル印刷アプリケーションに記憶されている複数のレンズモデル名（
同図では、「レンズモデル名１」，「レンズモデル名２」など）の候補の中からいずれか
１を選択して印刷イメージ６１の「レンズのモデル名」に反映することも可能である。な
お、「新規レンズモデル名」が選択され、文字入力された場合は、その入力結果を記憶し
、次回以降第１編集画面Ｄ１が開かれたときにレンズモデル名の候補として表示しても良
い。
【００７１】
　題名入力欄６５では、キーボード１２による文字入力が可能であり、入力された文字列
を印刷イメージ６１の「題名」に反映する。なお、題名入力欄６５に入力可能な文字数に
、制限を設けても良い。また、ヘルプボタン６６が押下されると、ヘルプ画面を表示する
（図示省略）。また、印刷実行ボタン６７が押下されると、ラベル印刷アプリケーション
は、その時点でプレビュー表示領域５１に表示されている印刷イメージ６１と同様の印刷
画像をプリンタドライバーに出力する。
【００７２】
　一方、第２編集画面Ｄ２は、図５に示すように、項目選択領域５３と、入力領域５４と
、から成る。項目選択領域５３では、画像情報に含まれる複数の項目について、印刷する
か否かの選択が可能となっている。なお、同図の例では、チェックマークがついた項目が
印刷対象となることを意味している。つまり、同図のように、「撮影著作権者/編集著作
権者」以外の項目にチェックマークがつけられた場合は、項目選択領域５３に表示された
項目のうち「撮影著作権者/編集著作権者」以外の項目が印刷された作品貼付ラベルＬ（
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図３参照）が印刷される。なお、項目選択領域５３の選択結果は記憶され、特に変更がな
い場合（第２編集画面Ｄ２が開かれなかった場合）は、前回の選択結果が用いられる。ま
た、項目選択領域５３に表示する項目名を、他の環境設定画面等において変更可能として
も良い。また、項目選択領域５３において、文字情報の印刷領域４３における各項目の印
刷順序または印刷行を指定可能としても良い。
【００７３】
　また、入力領域５４では、字体入力欄７１と、字体スタイル入力欄７２と、撮影者入力
欄７３と、キャンセルボタン７４と、ＯＫボタン７５と、を表示する。字体入力欄７１で
は、レンズ入力欄６４と同様に、プルダウンボタンの押下によりプルダウンメニューを表
示する（図示書略）。字体入力欄７１では、字体（書体）が選択される。また、字体スタ
イル入力欄７２も、プルダウンボタンの押下によりプルダウンメニューを表示する（図示
書略）。字体スタイル入力欄７２では、ウエイト、傾斜、文字幅などの字体スタイルが選
択される。なお、字体入力欄７１および字体スタイル入力欄７２の入力結果は、入力情報
の印刷領域４２および文字情報の印刷領域４３に印刷される全てのフォントに反映される
。
【００７４】
　また、撮影者入力欄７３でも、プルダウンボタンの押下によりプルダウンメニューを表
示し（図示省略）、レンズ入力欄６４と同様に、「新規撮影者」が選択されると、キーボ
ード１２による文字入力が可能となる。また、「Ｅｘｉｆ」が選択されると、画像情報に
含まれる「アーティスト（Ｅｘｉｆで規定されたタグ名）」または「撮影著作権者／編集
著作権者（Ｅｘｉｆで規定されたタグ名）」を、「撮影者」に反映する。なお、画像情報
に「アーティスト（Ｅｘｉｆで規定されたタグ名）」および「撮影著作権者／編集著作権
者（Ｅｘｉｆで規定されたタグ名）」の両方が含まれ且つ異なる名前の場合は、いずれを
反映するかの選択画面を表示するか、プルダウンメニューの中に「Ｅｘｉｆ（アーティス
ト）」および「Ｅｘｉｆ（撮影著作権者／編集著作権者）」の候補を設ける。
【００７５】
　また、キャンセルボタン７４が押下されると、第２編集画面Ｄ２における編集内容を全
て無効とする。また、ＯＫボタン７５が押下されると、第２編集画面Ｄ２を閉じ、第２編
集画面Ｄ２における編集内容を印刷画像および印刷イメージ６１に反映する。
【００７６】
　以上説明したとおり、本実施形態によれば、画像情報（Ｅｘｉｆ情報）を変換した文字
情報や作品の題名などの入力情報を印刷テープ３１に印刷するため、出品・展示するため
の作品に貼付する作品貼付ラベルＬを容易且つ安価に作成することができる。つまり、作
品に付加すべき情報を作品とは別の印刷媒体に印刷するため、作品用の高価な印刷用紙を
無駄にすることがなく、作品を損ねる心配もない。また、印刷テープ３１は厚みがない（
出品・展示用の印刷用紙は厚手のものが多いが、それと比較するとかなり薄手である）た
め、作品の裏面に貼り付けて額装する際に、枠の種類を選ばないといった利点もある。
【００７７】
　また、入力情報として、出品・展示する作品に不可欠な「被撮影画像の題名」や「撮影
者名」を入力できるため、画像情報に「画像タイトル（Ｅｘｉｆで規定されたタグ名）」
、「アーティスト（Ｅｘｉｆで規定されたタグ名）」、「撮影著作権者／編集著作権者（
Ｅｘｉｆで規定されたタグ名）」などが含まれない場合でも、作品貼付用として不足のな
いラベルを作成することができる。さらに、入力情報としてレンズ名を入力できるため、
「レンズのモデル名（Ｅｘｉｆで規定されたタグ名）」にレンズ名を含めないメーカの画
像入力機器を用いた場合でも、レンズ名を確実に作品貼付ラベルＬに表記することができ
る。
【００７８】
　また、第１編集画面Ｄ１のプレビュー表示領域５１には、印刷イメージのテープ長方向
の長さを示す目盛り６２を表示するため、ユーザーは、印刷前にラベル長を把握すること
ができる。これにより、作成したラベルが長すぎて作品に貼付できないなどの不具合がな
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く、その結果印刷媒体を無駄にすることもない。
【００７９】
　また、作品貼付ラベルＬには、被撮影画像の縮小画像を印刷するため、被撮影画像（作
品）と、作品貼付ラベルＬとの対応づけを容易に行うことができる。これにより、複数の
作品について複数枚の作品貼付ラベルＬを同時に作成し、その後作品への貼付作業を行う
など、効率的な作業が可能となる。また、縮小画像を、画像情報に含まれる「サムネイル
データ」ではなく、被撮影画像そのものから生成するため、被撮影画像の画像データが編
集されてしまった場合でも、作品と作品貼付ラベルＬとの対応づけを確実に行うことがで
きる。
【００８０】
　さらに、作品貼付ラベルＬは、縮小画像、入力情報、文字情報の順に、各印刷領域４１
，４２，４３を横並びに配置するため、作品に対してラベルサイズが大きい場合や作品と
の対応付けが完了して縮小画像が不要となった場合などに縮小画像の印刷領域４１をカッ
トしたり、入力情報の印刷領域４２のみを残す（縮小画像と文字情報の印刷領域４１，４
３をカットする）などの加工が可能となる。また、印刷媒体として印刷テープ３１を用い
るため、入力情報や文字情報の文字数に応じて適宜テープ長を可変できる。
【００８１】
　なお、上記の実施形態にかかわらず、以下の変形例を採用可能である。以下の各変形例
において、上記の実施形態と同様の構成部分については同様の符号を付し、詳細な説明を
省略する。
【００８２】
　［変形例１］
　図７は、変形例１に係る第１編集画面Ｄ１ａの表示例を示す図である。本例に係る第１
編集画面Ｄ１ａは、上記の実施形態に係る第１編集画面Ｄ１（図４参照）に、作品選択領
域５５を追加した構成となっている。作品選択領域５５には、画像入力機器やメモリから
取り込んだ複数の被撮影画像の一覧を表示する。また、その中から１の被撮影画像を選択
して、プレビュー表示領域５１や入力領域５２を用いた編集が可能となっている。なお、
取り込んだ被撮影画像数が多い場合は、スクロールバー７９の操作により作品選択領域５
５のスクロール表示が可能である。同図では、２つの被撮影画像７７，７８が取り込まれ
、このうち被撮影画像７７の編集が行われている状態を示している。このように、第１編
集画面Ｄ１に作品選択領域５５を設けたことにより、被撮影画像ごとに第１編集画面Ｄ１
を開く必要がないため、利便性が良い。
【００８３】
　［変形例２］
　図８は、変形例２に係る編集画面Ｄｂの表示例を示す図である。本例に係る編集画面Ｄ
ｂは、第１編集画面Ｄ１（図４参照）と第２編集画面Ｄ２（図５参照）の一部を組み合わ
せた構成となっている。例えば、入力領域５２は、選択領域８１と入力領域８２から成り
、選択領域８１には、レンズ入力欄６４および字体入力欄７１が含まれる。また、入力領
域８２には、題名入力欄６５および撮影者入力欄７３が含まれる。このように、シンプル
な編集画面Ｄｂとすることで、ユーザーによる編集の手間を軽減できる。なお、環境設定
等により、上記の実施形態に示したような第１編集画面Ｄ１および第２編集画面Ｄ２を表
示するか、変形例２に係る編集画面Ｄｂを表示するかについて、ユーザーが選択可能とし
ても良い。さらに、変形例１に係る第１編集画面Ｄ１ａを加えて、ユーザーが選択可能と
しても良い。
【００８４】
　［変形例３］
　図９は、変形例３に係る作品貼付ラベルＬの一例を示す平面図である。本例に係る作品
貼付ラベルＬは、上記の実施形態に係る作品貼付ラベルＬ（図３参照）と比較して、文字
情報の印刷領域４３から項目名（タグ名）を削除した構成となっている。但し、タグ内容
「Ｆナンバー」の前に「F/」を追記したり、タグ内容「ＩＳＯスピード」の前に「ISO」
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を追記したりなど、一目で分かりにくい項目については、最低限の追記を行っている。こ
のように、項目名を削除することで印刷テープ３１を節約することができる。なお、環境
設定等により、項目名を付加するか否かについて、ユーザーが選択可能としても良い。
【００８５】
　［その他の変形例］
　上記の実施形態の印刷画像生成部１５０は、縮小画像の印刷領域４１に印刷する縮小画
像を、被撮影画像の画像データを縮小することにより生成したが、画像情報の中に含まれ
る「サムネイルデータ」を用いて縮小画像を生成しても良い。また、画像情報の中に「サ
ムネイルデータ」が含まれる場合はこれを用い、「サムネイルデータ」が含まれない場合
は、被撮影画像の画像データを用いて縮小画像を生成する構成としても良い。
【００８６】
　また、上記の実施形態では、作品貼付ラベルＬを、被撮影画像（作品）とは別の印刷媒
体に印刷したが、被撮影画像と共に同じ印刷媒体に印刷しても良い。この場合、被撮影画
像の画像データを編集するための編集画面の一部に、上記の実施形態および各変形例に示
した編集画面Ｄを組み込み、被撮影画像の印刷と作品貼付ラベルＬの印刷指示を、１回の
印刷実行ボタンの押下により実現しても良い。また、作品貼付ラベルＬと被撮影画像を別
の印刷媒体に印刷するが、印刷指示については、１回の印刷実行ボタンの押下で行い得る
構成としても良い。この場合、ＰＣ１に２台のプリンタを接続し、被撮影画像の画像デー
タを第１のプリンタに向けて出力し、作品貼付ラベルＬの印刷画像を第２のプリンタに向
けて出力すれば良い。
【００８７】
　また、上記の実施形態では、印刷テープ３１のテープ幅を固定幅としたが、複数種類の
テープ幅に対応可能としても良い。この場合、テーププリンタ２によるテープ幅の検出結
果に応じて、作品貼付ラベルＬの印刷フォーマット（入力情報の印刷領域４２や文字情報
の印刷領域４３の行数など）、フォントサイズ、縮小画像の画像サイズ等を可変しても良
い。
【００８８】
　また、作品のサイズを入力または選択可能とし、そのサイズに合わせて作品貼付ラベル
Ｌの印刷フォーマット、フォントサイズ、縮小画像の画像サイズ等を可変しても良い。こ
の場合、作品貼付ラベルＬのテープ長が、ユーザーが入力した作品の横方向長さより短く
なるように、印刷画像を編集することが好ましい。
【００８９】
　また、印刷画像を編集するのではなく、入力情報や文字情報の文字数や、項目選択領域
５３の選択結果に応じて、適切なテープ幅をユーザーに提示する構成としても良い。例え
ば、作品のサイズに対して印刷する情報量が多い場合は、幅広のテープ幅を推奨し、逆に
情報量が少ない場合は、幅狭のテープ幅を推奨しても良い。
【００９０】
　また、入力情報や文字情報の文字数や、項目選択領域５３の選択結果に応じて、複数枚
の作品貼付ラベルＬを印刷する構成としても良い。つまり、情報量が多い場合は、印刷領
域４１，４２を１枚目として印刷し、印刷領域４３を２枚目として印刷する、などが考え
られる。
【００９１】
　また、編集画面Ｄにおいて、作品貼付ラベルＬに印刷すべき情報（縮小画像、入力情報
、文字情報のうち１以上）を、ユーザーが選択可能としても良い。また、各印刷領域４１
，４２，４３の長さや印刷順序について、ユーザーが指定可能としても良い。また、項目
選択領域５３で選択した各項目について、Ｅｘｉｆを用いるのではなく、ユーザーがキー
ボード１２により文字入力可能としても良い。
【００９２】
　また、上記の実施形態では、印刷対象となる項目を、項目選択領域５３にて項目ごとに
選択したが、Ｅｘｉｆにより規定されるタグ記載対応レベル（必須、推奨、オプション）
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記載対応レベルが「必須」と定められている項目のみを印刷する。
【００９３】
　また、上記の実施形態では、テープカートリッジＣにより印刷テープ３１を供給したが
、印刷テープ３１のみ（テープリールのみ）供給する構成としても良い。また、印刷方式
も、感熱式ではなく、インクジェット方式など他の印刷方式を用いても良い。
【００９４】
　また、上記の実施形態では、印刷媒体として印刷テープ３１を用いたが、ダイカット紙
など、短冊状のラベル用紙に印刷を行っても良い。つまり、テーププリンタ２ではなく、
ラベルプリンタを用いても良い。この場合は、ラベルサイズが決まっているため、入力情
報や文字情報の文字数に応じてフォントサイズや改行幅を可変することが好ましい。また
、印刷画像を編集するのではなく、項目選択領域５３で選択可能な項目数を制限したり入
力情報として入力可能な文字数を制限したりしても良い。
【００９５】
　また、上記の実施形態では、本発明の画像作成装置をＰＣ１に適用した場合を例示した
が、スマートフォンなどの各種タブレット端末、携帯電話、ＰＤＡ（Personal　Digital
　Assistants）などに適用しても良い。また、画像入力機器の一部として、本発明の画像
作成装置を組み込んでも良い。
【００９６】
　また、被撮影画像（作品）として写真を想定したが、本発明を映像作品に適用しても良
い。つまり、映像作品を記録するための記録媒体（光ディスクなど）に貼付するラベルを
作成しても良い。
【００９７】
　また、上記に示した印刷システムＳＹ（ＰＣ１）の各構成要素をプログラムとして提供
することが可能である。また、そのプログラムを各種記録媒体（ＣＤ－ＲＯＭ、フラッシ
ュメモリ等）に格納して提供することも可能である。すなわち、コンピューターを印刷シ
ステムＳＹ（ＰＣ１）の各構成要素として機能させるためのプログラム、およびそれを記
録した記録媒体も、本発明の権利範囲に含まれる。
【００９８】
　また、上記の実施形態に示したラベル印刷アプリケーションを、ユーザー端末とネット
ワークで接続されたサーバー上で動作させても良い（クラウドコンピューティング技術を
適用しても良い）。また、画像情報としてＥｘｉｆ情報を例示したが、Ｅｘｉｆ以外の規
格を採用しても良い。その他、本発明の要旨を逸脱しない範囲で、適宜変更が可能である
。
【符号の説明】
【００９９】
　１：ＰＣ　２：テーププリンタ　３１：印刷テープ　４１：縮小画像の印刷領域　４２
：入力情報の印刷領域　４３：文字情報の印刷領域　５１：プレビュー表示領域　５２：
入力領域（第１編集画面）　５３：項目選択領域　５４：入力領域（第２編集画面）　５
５：作品選択領域　６１：印刷イメージ　６２：目盛り　６３：スクロールバー　６４：
レンズ入力欄　６４ａ：プルダウンメニュー　６５：題名入力欄　７１：字体入力欄　７
２：字体スタイル入力欄　７３：撮影者入力欄　７７，７８：取り込まれた被撮影画像　
７９：スクロールバー　８１：選択領域　８２：入力領域（変形例２に係る編集画面）　
１１０：取得部　１２０：項目選択部　１３０：入力部　１４０：変換部　１５０：印刷
画像生成部　１６０：プレビュー表示部　１７０：印刷指示部　２１０：印刷部　Ｃ：テ
ープカートリッジ　Ｄ：編集画面　ＳＹ：印刷システム
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