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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の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複数の画像データを印刷する
ことができる印刷装置からなる画像印刷システムであって、
　前記印刷装置が、
　複数の画像データを配置した所定書式の帳票データを作成するための帳票ファイルであ
って、前記帳票データに配置する文字列と該文字列の配置態様を表わす文字描画情報と、
該文字描画情報と対応付けされた画像領域を表わす画像描画情報とをそれぞれ複数含んだ
もの、を少なくとも１つ記憶した第１の帳票ファイル記憶手段と、
　前記外部機器のからの印刷指示に応じて、前記帳票ファイルのうち指定された帳票ファ
イルに基づき前記所定書式の帳票データを作成する手段であって、該指定された帳票ファ
イルに含まれる複数の前記文字描画情報と対応付けされた画像描画情報の画像領域に、前
記外部機器から受信した複数の画像データをそれぞれ配置する作成手段とを備え、
　前記外部機器が、
　前記帳票ファイルを少なくとも１つ記憶した交換可能な第２の帳票ファイル記憶手段を
装着し、該第２の帳票ファイル記憶手段の記憶内容を読み出すリムーバブル型記憶媒体読
出手段と、
　前記印刷装置の第１の帳票ファイル記憶手段に記憶されている帳票ファイル及び前記第
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２の帳票ファイル記憶手段に記憶されている帳票ファイルの中から、１つの帳票ファイル
を指定した状態で、記憶している複数の画像データの印刷を指示可能としたことを特徴と
する画像印刷システム。
【請求項２】
　前記第２の帳票ファイル記憶手段は、前記外部装置において前記複数の画像データを記
憶する記憶手段としても兼用されることを特徴とする請求項１記載の画像印刷システム。
【請求項３】
　複数の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複数の画像データを印刷する
ことができる印刷装置からなる画像印刷システムの外部機器であって、
　複数の画像データを配置した所定書式の帳票データを作成するための帳票ファイルであ
って、前記帳票データに配置する文字列と該文字列の配置態様を表わす文字描画情報と、
該文字描画情報と対応付けされた画像領域を表わす画像描画情報とをそれぞれ複数含んだ
もの、を少なくとも１つ記憶した交換可能な第２の帳票ファイル記憶手段を装着し、該第
２の帳票ファイル記憶手段の記憶内容を読み出すリムーバブル型記憶媒体読出手段を備え
、
　前記印刷装置の第１の帳票ファイル記憶手段に記憶されている帳票ファイル及び前記第
２の帳票ファイル記憶手段に記憶されている帳票ファイルの中から、１つの帳票ファイル
を指定した状態で、記憶している複数の画像データの印刷を指示可能としたことを特徴と
する外部機器。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、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および外部機器に関する。
【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、
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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、特許文献１のように、デジタルスチルカメラに画像合成ユニットを装着し記憶
装置内の背景画像とマスクパターンを用いて撮影画像とを合成しプリンタに出力するとい
うものや、特許文献２のように、プリンタはデジタルスチルカメラとパーソナルコンピュ
ータ装置とを別々のインタフェースで接続し、カメラから転送された画像とPCから転送さ
れた背景画像とを合成し出力するというものや、特許文献３のように、パーソナルコンピ
ュータ装置からデジタルスチルカメラにスタンプ画像を転送し、カメラにて撮影画像とス
タンプ画像の合成処理を行うというものが提案されている。
【特許文献１】特開平１１－８８３１号公報
【特許文献２】特開２０００－７１５７５号公報
【特許文献３】特開２００２－１６８３３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のものには、画像合成ユニットが必要となり、コストがかさ
むという問題がある。
【００１１】
　また、特許文献２のものには、パーソナルコンピュータ装置等の外部データ装置が必要
となるという問題がある。
【００１２】
　また、特許文献３のものには、保持している画像と撮影したデジタル画像とをデジタル
スチルカメラ側で合成処理するため、デジタルスチルカメラの処理負担が大きく、これを
実現するためには、デジタルスチルカメラに高速処理可能なプロセッサと大容量のメモリ
を必要とするため、デジタルスチルカメラのコストがかさむという問題がある。
【００１３】
　本発明は、かかる実情に鑑みてなされたものであり、外部機器が記憶している複数のデ
ジタル画像データを所定書式の帳票にまとめることができる画像印刷システムおよび外部
機器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】
【００１５】
　また、本発明の画像印刷システムは、複数の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
受信した複数の画像データを印刷することができる印刷装置からなる画像印刷システムで
あって、前記印刷装置が、複数の画像データを配置した所定書式の帳票データを作成する
ための帳票ファイルであって、前記帳票データに配置する文字列と該文字列の配置態様を
表わす文字描画情報と、該文字描画情報と対応付けされた画像領域を表わす画像描画情報
とをそれぞれ複数含んだもの、を少なくとも１つ記憶した第１の帳票ファイル記憶手段と
、前記外部機器のからの印刷指示に応じて、前記帳票ファイルのうち指定された帳票ファ
イルに基づき前記所定書式の帳票データを作成する手段であって、該指定された帳票ファ
イルに含まれる複数の前記文字描画情報と対応付けされた画像描画情報の画像領域に、前
記外部機器から受信した複数の画像データをそれぞれ配置する作成手段とを備え、前記外
部機器が、前記帳票ファイルを少なくとも１つ記憶した交換可能な第２の帳票ファイル記
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憶手段を装着し、該第２の帳票ファイル記憶手段の記憶内容を読み出すリムーバブル型記
憶媒体読出手段と、前記印刷装置の第１の帳票ファイル記憶手段に記憶されている帳票フ
ァイル及び前記第２の帳票ファイル記憶手段に記憶されている帳票ファイルの中から、１
つの帳票ファイルを指定した状態で、記憶している複数の画像データの印刷を指示可能と
したものである。
【００１６】
　また、前記第２の帳票ファイル記憶手段は、前記外部装置において前記複数の画像デー
タを記憶する記憶手段としても兼用されるようにするとよい。
【００１８】
　また、本発明の外部機器は、複数の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
複数の画像データを印刷することができる印刷装置からなる画像印刷システムの外部機器
であって、複数の画像データを配置した所定書式の帳票データを作成するための帳票ファ
イルであって、前記帳票データに配置する文字列と該文字列の配置態様を表わす文字描画
情報と、該文字描画情報と対応付けされた画像領域を表わす画像描画情報とをそれぞれ複
数含んだもの、を少なくとも１つ記憶した交換可能な第２の帳票ファイル記憶手段を装着
し、該第２の帳票ファイル記憶手段の記憶内容を読み出すリムーバブル型記憶媒体読出手
段を備え、前記印刷装置の第１の帳票ファイル記憶手段に記憶されている帳票ファイル及
び前記第２の帳票ファイル記憶手段に記憶されている帳票ファイルの中から、１つの帳票
ファイルを指定した状態で、記憶している複数の画像データの印刷を指示可能としたもの
である。
【発明の効果】
【００１９】
　したがって、本発明によれば、帳票レイアウトを外部から追加できるようにすることで
、より柔軟性の高い合成出力が可能であるという効果を得る。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２０】
　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。
【００２１】
　図１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ＤＳＣを接
続している。
【００２２】
　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、選択された帳票ファ
イルの種別、選択された１つ以上の画像データ、および、帳票ファイル（後述）などを印
刷装置ＰＴＲに転送する機能を備えている。
【００２３】
　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、配置レイアウ
ト、帳票ファイルの種別、帳票ファイル、および、１つ以上の画像データを受信すると、
用紙サイズに従って、用紙を給紙するトレイを選択し、さらに、画像の配置レイアウトま
たは選択された帳票ファイルと、受信した画像データとを合成して印刷データを作成し、
その印刷データの画像を印刷出力する。
【００２４】
　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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【００２５】
　図２（ａ）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。
【００２６】
　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、ＲＯＭ（リード・オンリ・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ものであり、ＲＡＭ（ランダム・アクセス・メモリ）３
は、システム制御部１のワークエリアを構成するとともに、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。
【００２７】
　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。
【００２８】
　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。
【００２９】
　これらのシステム制御部１、ＲＯＭ２、ＲＡＭ３、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。
【００３０】
　また、メモリ媒体ＭＣの記憶領域は、同図（ｂ）に示すように、撮影した画像データを
蓄積するための画像蓄積領域と、１つ以上の帳票ファイルを保存するための帳票ファイル
領域に分割されている。
【００３１】
　図３は、印刷装置ＰＴＲの構成例を示している。
【００３２】
　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、ＲＯＭ２２は、システム制御部２１が実行する種々の
制御プログラムおよび１つ以上の帳票ファイルを記憶するものであり、ＲＡＭ２３は、シ
ステム制御部２１のワークエリアを構成するとともに、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。
【００３３】
　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
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
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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。
【００３４】
　メモリ媒体リーダライタ２９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、外部通信ユニット３
０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。
【００３５】
　これらのシステム制御部２１、ＲＯＭ２２、ＲＡＭ２３、時計回路２４、操作表示部２
５、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、メモリ
媒体リーダライタ２９、および、外部通信ユニット３０は、内部バス３１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３１を介して行われる。
【００３６】
　さて、デジタルスチルカメラ装置ＤＳＣがアクセスするメモリ媒体ＭＣの帳票ファイル
領域、印刷装置ＰＴＲのＲＯＭ２２の帳票ファイル領域、および、印刷装置ＰＴＲがアク
セスするメモリ媒体ＭＣの帳票ファイル領域には、図４（ａ）に示すように、複数の帳票
ファイルが保存されている。
【００３７】
　この帳票ファイルは、同図（ｂ）に示すように、それぞれを識別するための帳票ＩＤ、
当該帳票に付与された名称をあらわす帳票名称、使用する用紙サイズ、帳票に描画する線
分要素の描画情報である線描画情報、帳票に配置するカメラ画像の大きさと位置を指定す
るためのカメラ画像描画情報、帳票に配置する文字画像の内容（文字列）と配置態様（文
字サイズ、フォント指定等）をあらわす文字描画情報、および、帳票に配置するイメージ
画像（例えば、スタンプ画像、ロゴ画像など）の内容（画像データ）と配置態様（配置座
標等）をあらわすイメージ描画情報からなる。
【００３８】
　ここで、線描画情報、カメラ画像描画情報、文字描画情報、および、イメージ描画情報
は、１つ以上、任意の数が配置される。
【００３９】
　帳票の一例を図５に示す。
【００４０】
　この帳票では、３つのカメラ画像領域（カメラ画像描画情報で定義される）が設けられ
、それぞれのカメラ画像領域の右側には、５本の罫線（線描画情報で定義される）が描画
されている。また、おのおのの罫線の左上の位置には、「区分」、「工種」、「種別」、
「細別」、「タイトル」の文字列（文字描画情報で定義される）が描画されている。また
、右下には、ロゴマーク（イメージ描画情報で定義される）が描画されている。
【００４１】
　図６は、デジタルスチル装置ＤＳＣと印刷装置ＰＴＲの間の通信手順の一例を示してい
る。
【００４２】
　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
ルで接続する。これにより、デジタルスチルカメラ装置ＤＳＣと印刷装置ＰＴＲとの間で
それぞれサービス情報がやりとりされ（サービス通知）、通信セッションが開始される。
【００４３】
　次いで、デジタルスチルカメラ装置ＤＳＣは、印刷能力情報を印刷装置ＰＴＲに要求し
、それにより、印刷装置ＰＴＲは、印刷能力情報をデジタルスチルカメラ装置ＤＳＣへ送
信する。
【００４４】
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　印刷能力情報の一例を図７（ａ），（ｂ），（ｃ）に示す。
【００４５】
　同図（ａ）では、印刷装置ＰＴＲにメモリ媒体ＭＣが装着されておらず、帳票ファイル
の内容がＲＯＭ２２に記憶されているもののみに限定されている場合である。この場合の
帳票ファイルの内容は、「Ａ４／Ｃｈｏｈｙｏ１」、「Ａ４／Ｃｈｏｈｙｏ２」、「Ａ４
／Ｃｈｏｈｙｏ３」の３つである。
【００４６】
　同図（ｂ）では、印刷装置ＰＴＲにメモリ媒体ＭＣが装着され、ユーザがメモリ媒体Ｍ
Ｃに保存されている帳票ファイルの１つを、使用可能な帳票ファイルとして追加登録した
場合を示している。この場合の帳票ファイルの内容は、「Ａ４／Ｃｈｏｈｙｏ１」、「Ａ
４／Ｃｈｏｈｙｏ２」、「Ａ４／Ｃｈｏｈｙｏ３」、「Ａ４／Ｃｈｏｈｙｏ４」の４つで
あり、同図（ａ）の状態から「Ａ４／Ｃｈｏｈｙｏ４」（メモリ媒体ＭＣに記憶されてい
たもの）が追加された状態を示している。
【００４７】
　同図（ｃ）では、印刷装置ＰＴＲにメモリ媒体ＭＣが装着され、ユーザがメモリ媒体Ｍ
Ｃに保存されている帳票ファイルの１つを、使用可能な帳票ファイルとして追加登録する
とともに、別の帳票ファイルで、ＲＯＭ２２に記憶されている帳票ファイルを置き換えた
場合を示している。この場合の帳票ファイルの内容は、「Ｂ５／Ｃｈｏｈｙｏ１」、「Ａ
４／Ｃｈｏｈｙｏ２」、「Ａ４／Ｃｈｏｈｙｏ３」、「Ａ４／Ｃｈｏｈｙｏ４」の４つで
あり、同図（ａ）の「Ａ４／Ｃｈｏｈｙｏ１」が「Ｂ５／Ｃｈｏｈｙｏ１」（メモリ媒体
ＭＣに記憶されていたもの）に置き換えられており、また、「Ａ４／Ｃｈｏｈｙｏ４」（
メモリ媒体ＭＣに記憶されていたもの）が追加された状態を示している。
【００４８】
　また、このような帳票ファイルのユーザ操作による更新は、図４（ｃ）に示すような帳
票ファイル登録テーブルに登録されていて、印刷装置ＰＴＲは、能力情報を作成する際、
この帳票ファイル登録テーブルの内容を参照する。また、この帳票ファイル登録テーブル
では、帳票ファイルが保存されている場所（ＲＯＭまたはメモリカード）も登録される。
【００４９】
　デジタルスチルカメラ装置ＤＳＣは、印刷装置ＰＴＲから能力情報を受信すると、ユー
ザに印刷条件（出力品質、用紙サイズ、日付出力の有無、使用するレイアウトの選択など
）を入力させるとともに、印刷する画像を選択操作させる。ここで、デジタルスチルカメ
ラ装置ＤＳＣのメモリ媒体ＭＣに帳票ファイルがある場合は、その帳票ファイルも選択で
きるようにする。
【００５０】
　ユーザの操作が終了し、出力の指示がされると、デジタルスチルカメラ装置ＤＳＣは、
印刷装置ＰＴＲに対して、図８に示すようなジョブ情報を送信する。また、このとき、デ
ジタルスチルカメラ装置ＤＳＣのメモリ媒体ＭＣに記憶されている帳票ファイルが選択さ
れた場合には、その帳票ファイルのデータも送信する。
【００５１】
　次に、印刷装置ＰＴＲは、ジョブを解析して、受信したジョブ情報に含まれる１つ以上
の画像をデジタルスチルカメラ装置ＤＳＣに対して順次要求し、対応する画像データを受
信する。
【００５２】
　それとともに、印刷装置ＰＴＲは、帳票ファイルが指定されている場合には、その帳票
ファイルの情報を読み出し、指定された帳票ファイルの内容に従って、帳票と受信した画
像データとを合成して、印刷画像のフレームデータを形成し、記録出力する。このとき、
デジタルスチルカメラ装置ＤＳＣから帳票ファイルのデータを受信している場合には、そ
の受信した帳票ファイルを用いる。
【００５３】
　図９，１０は、印刷装置ＰＴＲの処理の一例を示している。
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【００５４】
　まず、デジタルスチルカメラ装置ＤＳＣと接続されると（処理１０１）、デジタルスチ
ルカメラ装置ＤＳＣよりサービス通知を受信し（処理１０２）、デジタルスチルカメラ装
置ＤＳＣへサービス通知を送信する（処理１０３）。
【００５５】
　受信したサービス情報を調べ、相手端末が帳票ファイルに対応した機器であるか判断し
（判断１０４）、判断１０４の結果がＹＥＳになるときには、帳票ファイル登録テーブル
の登録内容に従って帳票能力を編集し（処理１０６）、処理１０６で編集した帳票能力を
含む所定の能力情報をデジタルスチルカメラ装置ＤＳＣへ送信する（処理１０６）。
【００５６】
　次いで、デジタルスチルカメラ装置ＤＳＣよりジョブ情報を受信すると、それを解析す
る（処理１０７）。このとき、帳票ファイルを受信する場合がある。
【００５７】
　帳票印刷が指定されているかどうかを調べ（判断１０８）、判断１０８の結果がＹＥＳ
になるときには、指定された帳票ファイルを読み出す（処理１０９）。また、このとき、
相手端末より受信した帳票ファイルを使用する旨が指定されている場合は、その帳票ファ
イルを読み出す。
【００５８】
　次に、ジョブ情報で印刷指示された画像データを１つずつデジタルスチルカメラ装置Ｄ
ＳＣへ取得要求して受信し（処理１１０、判断１１１のＮＯループ）、全ての画像データ
の受信が完了し、判断１１１の結果がＹＥＳになると、受信した画像データに基づき、帳
票ファイルに従って印刷画像データを編集作成し（処理１１２）、印刷出力する（処理１
１３）。
【００５９】
　また、帳票印刷が指定されていない場合で、判断１０８の結果がＮＯになるときには、
ジョブ情報で印刷指示された画像データを１つずつデジタルスチルカメラ装置ＤＳＣへ取
得要求して受信し（処理１１４、判断１１５のＮＯループ）、全ての画像データの受信が
完了し、判断１１５の結果がＹＥＳになると、受信した画像データに基づき、指定された
レイアウト従って印刷画像データを編集作成し（処理１１６）、処理１１３へ進み、印刷
出力する。
【００６０】
　また、相手端末が帳票対応機器ではない場合で、判断１０４の結果がＮＯになるときに
は、所定の能力情報をデジタルスチルカメラ装置ＤＳＣへ送信する（処理１２０）。次い
で、デジタルスチルカメラ装置ＤＳＣよりジョブ情報を受信すると、それを解析する（処
理１２１）。
【００６１】
　次に、ジョブ情報で印刷指示された画像データを１つずつデジタルスチルカメラ装置Ｄ
ＳＣへ取得要求して受信し（処理１１０、判断１１１のＮＯループ）、全ての画像データ
の受信が完了し、判断１１１の結果がＹＥＳになると、受信した画像データに基づき、指
定されたレイアウト従って印刷画像データを編集作成し（処理１２４）、印刷出力する（
処理１２５）。
【００６２】
　図１１，１２は、デジタルスチルカメラ装置ＤＳＣの処理の一例を示している。
【００６３】
　まず、印刷装置ＰＴＲと接続されると（処理２０１）、印刷装置ＰＴＲへサービス通知
を送信し（処理２０２）、印刷装置ＰＴＲよりサービス通知を受信する（処理２０３）。
【００６４】
　受信したサービス情報を調べ、相手端末が帳票ファイルに対応した機器であるか判断し
（判断２０４）、判断２０４の結果がＹＥＳになるときには、相手端末へ能力情報を要求
し（処理２０５）、能力情報を受信する（処理２０６）。
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【００６５】
　ここで、メモリ媒体リーダライタ５に装着されているメモリ媒体ＭＣに追加の帳票ファ
イルがあるかどうかを調べ（判断２０７）、判断２０７の結果がＹＥＳになるときには、
受信した能力情報の帳票能力に、追加の帳票ファイルを加えて、当該追加帳票ファイルを
ユーザが選択できる状態に設定する（処理２０８）。また、判断２０７の結果がＮＯにな
るときには、処理２０８を実行しない。
【００６６】
　次いで、受信した能力情報に対応したユーザ操作画面を表示し（処理２０９）、ユーザ
に印刷条件（出力品質、用紙サイズ、日付出力の有無、使用するレイアウトの選択、使用
する帳票の選択など）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２１
０）。このとき、処理２０８で帳票ファイルが追加されている場合には、当該追加された
帳票ファイルも選択可能にする。
【００６７】
　ユーザ操作が終了するまで待ち（判断２１１のＮＯループ）、ユーザ操作が終了して判
断２１１の結果がＹＥＳになると、そのときのユーザ操作に対応したジョブ情報を作成し
て、印刷装置ＰＴＲへ送信する（処理２１２）。また、このとき追加の帳票ファイルが選
択されている場合には、その帳票ファイルのデータも送信する。
【００６８】
　その後は、画像データの要求を受信すると（判断２１３の結果がＹＥＳ）、指定された
画像データを読み出して印刷装置ＰＴＲへ送信し（処理２１４）、それを接続終了まで繰
り返し行う（判断２１５のＮＯループ）。
【００６９】
　また、相手端末が帳票対応機器ではない場合で、判断２０４の結果がＮＯになるときに
は、相手端末へ能力情報を要求し（処理２２０）、能力情報を受信する（処理２２１）。
【００７０】
　次いで、受信した能力情報に対応したユーザ操作画面を表示し（処理２２２）、ユーザ
に印刷条件（出力品質、用紙サイズ、日付出力の有無、使用するレイアウトの選択など）
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２２３）。
【００７１】
　ユーザ操作が終了するまで待ち（判断２２４のＮＯループ）、ユーザ操作が終了して判
断２２４の結果がＹＥＳになると、そのときのユーザ操作に対応したジョブ情報を作成し
て、印刷装置ＰＴＲへ送信する（処理２２５）。
【００７２】
　その後は、画像データの要求を受信すると（判断２２６の結果がＹＥＳ）、指定された
画像データを読み出して印刷装置ＰＴＲへ送信し（処理２２７）、それを接続終了まで繰
り返し行う（判断２２８のＮＯループ）。
【００７３】
　このようにして、本実施例では、メモリ媒体ＭＣに記憶した帳票ファイルを使用するこ
とができるので、ダイレクトプリンティングシステムにおける印刷自由度が大幅に向上し
、ユーザの使い勝手を大幅に改善することができる。
【図面の簡単な説明】
【００７４】
【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、および、メモリ媒体ＭＣの記憶
領域の分割態様の一例を示した図。
【図３】印刷装置ＰＴＲの構成の一例を示したブロック図。
【図４】帳票ファイルおよび帳票ファイル登録テーブルの一例を示す概略図。
【図５】帳票の一例を示した概略図。
【図６】印刷装置ＰＴＲとデジタルスチルカメラ装置ＤＳＣとの間の通信手順の一例を示
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したタイムチャート。
【図７】能力情報の一例を示した概略図。
【図８】ジョブ情報の一例を示した概略図。
【図９】印刷装置ＰＴＲの処理の一例を示したフローチャート（図１０へ続く）。
【図１０】印刷装置ＰＴＲの処理の一例を示したフローチャート（図９の続き）。
【図１１】デジタルスチルカメラ装置ＤＳＣの処理の一例を示したフローチャート（図１
２へ続く）。
【図１２】デジタルスチルカメラ装置ＤＳＣの処理の一例を示したフローチャート（図１
１の続き）。
【符号の説明】
【００７５】
　ＰＴＲ　印刷装置
　ＤＳＣ　デジタルスチルカメラ装置

【図１】 【図２】
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