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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　指の爪に印刷を施す印刷ヘッドと、
　前記爪を含む領域を撮影し、撮影した画像から爪領域画像を取得する指爪画像取得部と
、
　前記爪領域画像から、前記指の爪床と重ならない前記爪の爪先領域を抽出する爪先領域
抽出部と、
　モデル爪画像を前記爪領域画像に合わせ込み、前記爪先領域内であって、前記モデル爪
画像の輪郭よりも外側に位置する領域を要整形領域として抽出する要整形領域抽出部と、
　を備えていることを特徴とするネイルプリント装置。
【請求項２】
　前記爪上であって、前記要整形領域として抽出された領域又は前記要整形領域と他の爪
領域との境界線に、所定の色で印刷を施すように前記印刷ヘッドを制御する印刷制御部を
備えていることを特徴とする請求項１に記載のネイルプリント装置。
【請求項３】
　前記印刷制御部は、前記要整形領域が確定されたと判断される場合には、所定の色で印
刷を施し、
　前記要整形領域が確定されていないと判断される場合には、前記要整形領域の縦方向の
長さ及び横方向の幅を調整し、前記要整形領域が確定されたと判断された後、所定の色で
印刷を施すものであることを特徴とする請求項２に記載のネイルプリント装置。
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【請求項４】
　前記要整形領域を明示する画像を表示画面上に表示させる要整形領域表示部と、
　大きさ又は形状の少なくとも何れかが異なる複数のモデル爪画像の中から一つの前記モ
デル爪画像を指定する爪形状指定部と、
　を備えることを特徴とする請求項１から請求項３のいずれか一項に記載のネイルプリン
ト装置。
【請求項５】
　前記要整形領域表示部は、前記要整形領域を明示する画像として、前記爪領域画像中、
前記要整形領域を他の領域と区別し得る色で着色した画像、又は前記要整形領域と他の爪
領域との境界線を示す画像、を表示画面上に表示させるものであることを特徴とする請求
項４に記載のネイルプリント装置。
【請求項６】
　前記指爪画像取得部は、複数の前記指を撮影して当該指に対応する各爪の爪領域画像を
含む指爪画像を取得するものであり、
　前記要整形領域抽出部は、前記指爪画像取得部によって指爪画像が取得された複数の指
の各爪の爪領域画像について前記要整形領域を抽出するものであって、
　前記要整形領域抽出部は、前記要整形領域を抽出する際に、前記爪先領域の前記爪床側
の端縁である遊離縁から前記爪の先端部までの長さ寸法が複数の指の各爪において均一と
なるように各爪の前記要整形領域を抽出することを特徴とする請求項５に記載のネイルプ
リント装置。
【請求項７】
　前記爪形状指定部は、複数の前記モデル爪画像のうち、前記要整形領域抽出部によって
抽出される前記要整形領域が小さいモデル爪画像を指定するものであることを特徴とする
請求項６に記載のネイルプリント装置。
【請求項８】
　指の爪を含む領域を撮影し、撮影した画像から爪領域画像を取得する指爪画像を取得し
、
　前記爪領域画像から、前記指の爪床と重ならない前記爪の爪先領域を抽出し、
　モデル爪画像を前記爪領域画像に合わせ込み、前記爪先領域内であって、前記モデル爪
画像の輪郭よりも外側に位置する領域を要整形領域として抽出することを特徴とするネイ
ルプリント装置の印刷制御方法。
【請求項９】
　印刷制御部により、前記爪上の、前記要整形領域として抽出された領域又は前記要整形
領域と他の爪領域との境界線に、所定の色で印刷を施すように印刷ヘッドを制御すること
を特徴とする請求項８に記載のネイルプリント装置の印刷制御方法。
【請求項１０】
　前記印刷制御部は、前記要整形領域が確定されたと判断される場合には、所定の色で印
刷を施し、
　前記要整形領域が確定されていないと判断される場合には、前記要整形領域の縦方向の
長さ及び横方向の幅を調整し、前記要整形領域が確定されたと判断された後、所定の色で
印刷を施すことを特徴とする請求項９に記載のネイルプリント装置の印刷制御方法。
【請求項１１】
　要整形領域表示部は、前記要整形領域を明示する画像を表示画面上に表示させ、
　爪形状指定部により、大きさ又は形状の少なくとも何れかが異なる複数のモデル爪画像
の中から一つの前記モデル爪画像を指定することを特徴とする請求項８から請求項１０の
いずれか一項に記載のネイルプリント装置の印刷制御方法。
【請求項１２】
　前記要整形領域表示部は、前記要整形領域を明示する画像として、前記爪領域画像中、
前記要整形領域を他の領域と区別し得る色で着色した画像、又は前記要整形領域と他の爪
領域との境界線を示す画像、を表示画面上に表示させることを特徴とする請求項１１に記
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載のネイルプリント装置の印刷制御方法。
【請求項１３】
　指爪画像取得部により、複数の指を撮影して当該指に対応する各爪の爪領域画像を含む
指爪画像を取得し、
　要整形領域抽出部により、前記指爪画像取得部によって指爪画像が取得された複数の指
の各爪の爪領域画像について前記要整形領域を抽出するものであって、
　前記要整形領域抽出部により、前記要整形領域を抽出する際に、前記爪先領域の前記爪
床側の端縁である遊離縁から前記爪の先端部までの長さ寸法が複数の指の各爪において均
一となるように各爪の前記要整形領域を抽出することを特徴とする請求項１２に記載のネ
イルプリント装置の印刷制御方法。
【請求項１４】
　前記爪形状指定部により、複数の前記モデル爪画像のうち、前記要整形領域抽出部によ
って抽出される前記要整形領域が小さいモデル爪画像を指定することを特徴とする請求項
１３に記載のネイルプリント装置の印刷制御方法。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ネイルプリント装置及びネイルプリント装置の印刷制御方法に関するもので
ある。
【背景技術】
【０００２】
　従来、指の爪部に様々な色や絵柄等のネイルデザインを印刷するネイルプリント装置が
提案されている（例えば、特許文献１参照）。こうしたネイルプリント装置を用いれば、
ネイルサロン等の店舗に行かなくても、ユーザが自宅等で手軽にネイルプリントを楽しむ
ことができる。
【０００３】
　ところで、爪部の先端部の形状としては、ポイント、オーバル、ラウンド、スクエアオ
フ、スクエア等複数の形状があり、ネイルサロン等において爪部にネイルデザイン等を施
す場合には、爪部にネイルデザインを施す前に、ユーザの好みや爪部に施したいネイルデ
ザイン等に応じて爪部の形状を選択する。そして、専門の技術者がユーザの爪部をやすり
等で削ることにより、爪部の先端部を所望の形状に整える整形（ファイリング（filing）
）作業を行うことが一般的である。
　この点、ネイルプリント装置によりユーザが自宅等でネイルプリントを行う場合には、
このような爪部の整形作業をユーザ自らが行う必要がある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特表２００３－５３４０８３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、爪部のどこをどの程度削れば爪部の先端部を所望の形状に整形すること
ができるのかを見極めることは、このような作業に慣れていない一般人には大変困難であ
る。
　すなわち、各指ごとに爪部の大きさ、形状、爪部の伸び具合等が異なるために、削るべ
き場所や削る程度は各爪部の状況に応じて決めなければならない。
　また、削るべき場所を正確に特定するために、整形作業前に削るべき場所をユーザ自ら
爪部に下書きすること等も考えられるが、特に利き手の爪部を整形する際には、削るべき
場所を自分で爪部に下書きすることは難しく、思い通りの形状に削ることはより一層困難
である。



(4) JP 5338848 B2 2013.11.13

10

20

30

40

50

【０００６】
　このため、爪部の整形作業をユーザ自らが行う場合には、整形後の爪部の長さや形状が
揃わなかったり、全体のバランスが悪くなったり、削りすぎて爪部を所望の形状に整形す
ることを諦めざるを得なくなったりするという問題があった。
【０００７】
　本発明は以上のような事情に鑑みてなされたものであり、爪部の整形に不慣れなユーザ
でも、簡易に爪部を所望の形状に整形することを可能とするネイルプリント装置及びネイ
ルプリント装置の印刷制御方法を提供することを目的とするものである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　前記課題を解決するために、本発明に係るネイルプリント装置は、
　指の爪に印刷を施す印刷ヘッドと、
　前記爪を含む領域を撮影し、撮影した画像から爪領域画像を取得する指爪画像取得部と
、
　前記爪領域画像から、前記指の爪床と重ならない前記爪の爪先領域を抽出する爪先領域
抽出部と、
　モデル爪画像を前記爪領域画像に合わせ込み、前記爪先領域内であって、前記モデル爪
画像の輪郭よりも外側に位置する領域を要整形領域として抽出する要整形領域抽出部と、
　を備えていることを特徴としている。
【０００９】
　また、本発明に係る印刷制御方法は、
　指の爪を含む領域を撮影し、撮影した画像から爪領域画像を取得する指爪画像を取得し
、
　前記爪領域画像から、前記指の爪床と重ならない前記爪の爪先領域を抽出し、
　モデル爪画像を前記爪領域画像に合わせ込み、前記爪先領域内であって、前記モデル爪
画像の輪郭よりも外側に位置する領域を要整形領域として抽出することを特徴としている
。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、モデル爪形状を爪部の爪領域画像に合わせ込み、爪部の爪先領域内で
あって、モデル爪形状の輪郭よりも外側に位置する領域を要整形領域として抽出して、こ
の抽出された要整形領域を明示する画像を表示画面上に表示させる。
　これにより、爪部をモデル爪形状に整形するためにはどこをどの程度削ればいいのかを
整形前に表示画面上に表示されている要整形領域を通じて確認することができ、爪部の整
形に不慣れなユーザでも、簡易に爪部を所望の形状に整形することができるとの効果を奏
する。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本発明に係るネイルプリント装置の一実施形態を概念的に示した斜視図で、蓋体
を開いた状態を示している。
【図２】図１のネイルプリント装置の装置本体を概念的に示した斜視図である。
【図３】図１のネイルプリント装置の印刷指固定手段を示した断面図で、印刷指として人
差し指から小指を印刷指挿入部に挿入した際の固定態様を示している。
【図４】図１のネイルプリント装置の正面側の断面図である。
【図５】図１のネイルプリント装置の側断面図である。
【図６】本実施形態に係るネイルプリント装置の制御構成を示した要部ブロック図である
。
【図７】第１の実施形態における印刷制御処理を示すフローチャートである。
【図８】爪形状指定画面の一例を示す図である。
【図９】第１の実施形態における爪部中の爪先領域及び要整形領域の位置関係を示す説明
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図である。
【図１０】第１の実施形態における要整形領域確認画面の一例を示す図である。
【図１１】整形後形状確認画面の一例を示す図である。
【図１２】デザイン確認画面の一例を示す図である。
【図１３】要整形領域微調整画面において縦方向の調整を行う場合の一例を示す図である
。
【図１４】要整形領域微調整画面において横方向の調整を行う場合の一例を示す図である
。
【図１５】（Ａ）は、要整形領域全体に印刷が施されている場合にやすりを用いて整形す
る様子を示す説明図であり、（Ｂ）は、整形後の状態を示す図である。
【図１６】（Ａ）は、要整形領域と他の領域との境界線に印刷が施されている場合にやす
りを用いて整形する様子を示す説明図であり、（Ｂ）は、整形後の状態を示す図である。
【図１７】第２の実施形態における印刷制御処理を示すフローチャートである。
【図１８】第２の実施形態における印刷制御処理を示すフローチャートである。
【図１９】第２の実施形態における爪部中の爪先領域及び要整形領域の位置関係を示す説
明図である。
【図２０】第３の実施形態における印刷制御処理を示すフローチャートである。
【図２１】第３の実施形態における印刷制御処理を示すフローチャートである。
【図２２】第４の実施形態における印刷制御処理を示すフローチャートである。
【図２３】第４の実施形態における要整形領域確認画面の一例を示す図である。
【図２４】第４の実施形態における要整形領域確認画面の一例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
［第１の実施形態］
　図１から図１６を参照しつつ、本発明に係るネイルプリント装置の第１の実施形態につ
いて説明する。
　図１は、本実施形態におけるネイルプリント装置の外観を示す斜視図であり、図２は、
ネイルプリント装置の内部構成を示す斜視図である。
【００１３】
　図１に示すように、このネイルプリント装置１は、ケース本体２及び蓋体４を備えてい
る。このケース本体２及び蓋体４は、ケース本体２の上面後端部に設けたヒンジ３を介し
て、互いに連結されている。
【００１４】
　上記ケース本体２は平面視で長円状に形成されている。このケース本体２には前側には
開閉板２ｃが起倒可能に設けられている。この開閉板２ｃは、ケース本体２の前面下端部
に設けたヒンジ（図示せず）を介して、ケース本体２に連結されている。この開閉板２ｃ
は、ケース本体２の前面を開閉するためのものである。
　また、ケース本体２の上面（天板）には後述する操作部１２が設置されており、上面（
天板）のほぼ中央部には表示部１３が設定されている。
　なお、ケース本体２及び蓋体４の形状、構成はここに例示したものに限定されない。
【００１５】
　また、ケース本体２にはネイルプリント装置１の装置本体１０が収容されている。この
装置本体１０は、図２に示すように印刷指固定手段を構成している印刷指固定部２０、撮
影手段を構成している撮影部３０、印刷手段を構成している印刷部４０及び制御手段を構
成している制御装置５０（図６参照）等を備えている。これら印刷指固定部２０、撮影部
３０、印刷部４０及び制御装置５０は機枠１１に設けられている。
　なお、機枠１１は下部機枠１１ａ及び上部機枠１１ｂによって構成されている。そして
、下部機枠１１ａは箱状に形成され、ケース本体２の内部下方に設置され、上部機枠１１
ｂは下部機枠１１ａの上方で且つケース本体２の内部上方に設置されている。
【００１６】
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　印刷指固定部２０は、機枠１１の中の下部機枠１１ａに設けられている。この下部機枠
１１ａに設けられた印刷指挿入部２０ａ、非印刷指挿入部２０ｂ及び掴み部２０ｃによっ
て印刷指固定部２０が構成されている。
　ここで、印刷指挿入部２０ａは、印刷しようとする爪Ｔに対応する指（以下「印刷指」
という。）Ｕ１を挿入するめための指挿入部である（図３参照）。印刷指挿入部２０ａの
底面（印刷指載置面）は、印刷指Ｕ１を載置する指載置手段として機能する。印刷指Ｕ１
の撮影や印刷は、印刷指Ｕ１がこの指載置手段としての印刷指挿入部２０ａの印刷指載置
面に載置された状態で行われる。
　また、非印刷指挿入部２０ｂは、印刷指以外の指（以下「非印刷指」という。）Ｕ２を
挿入するための指挿入部である（図３参照）。
　また、掴み部２０ｃは、印刷指挿入部２０ａに挿入された印刷指Ｕ１と、非印刷指挿入
部２０ｂに挿入された非印刷指Ｕ２とで挟持することが可能な部分である。本実施形態に
おいて、この掴み部２０ｃは印刷指挿入部２０ａと非印刷指挿入部２０ｂとを仕切る隔壁
２１によって構成されている。
【００１７】
　この隔壁２１の上面は平坦な印刷指載置面を構成している。この隔壁２１の指挿入側端
部には膨出部２２が形成されている。この膨出部２２は、印刷指挿入部２０ａ及び非印刷
指挿入部２０ｂに印刷指Ｕ１及び非印刷指Ｕ２を深く挿入した際に、印刷指Ｕ１及び非印
刷指Ｕ２の付け根Ｕ３が当接する部分に形成されている。膨出部２２は、印刷指Ｕ１の腹
全体が印刷指載置面に当接した状態で、印刷指Ｕ１と非印刷指Ｕ２とで隔壁２１（掴み部
２０ｃ）を強く挟持することができるように、指挿入方向の断面が、隔壁２１の下面から
下方に向けて膨出するように円形となっている。なお、膨出部２２の形状は、断面円形に
限定されることなく、断面楕円形，多角形等の非円形であってもよい。
【００１８】
　例えば、左手の親指以外の４本の指（人差し指、中指、薬指及び小指）が印刷指Ｕ１と
なる場合には、図３に示すように、ユーザは印刷指挿入部２０ａに４本の印刷指Ｕ１を挿
入し、非印刷指挿入部２０ｂに非印刷指Ｕ２である親指を挿入する。この場合、ユーザが
印刷指挿入部２０ａに挿入された印刷指Ｕ１と、非印刷指挿入部２０ｂに挿入された非印
刷指Ｕ２とで掴み部２０ｃを挟持することにより、印刷指Ｕ１が掴み部２０ｃの上で固定
される。
　また、親指のみが印刷指Ｕ１となる場合には、親指（印刷指Ｕ１）を印刷指挿入部２０
ａに挿入さし、親指以外の４本の指（非印刷指Ｕ２）を非印刷指挿入部２０ｂに挿入する
。この場合にも、ユーザが印刷指Ｕ１と非印刷指Ｕ２とで掴み部２０ｃを挟持することで
印刷指Ｕ１が固定される。
【００１９】
　また、図４は、本実施形態に係るネイルプリント装置１の正面側の断面図であり、図５
は、ネイルプリント装置１の側断面図である。
　図４及び図５に示すように、撮影部３０は、機枠１１の中の上部機枠１１ｂに設けられ
ている。
　すなわち、上部機枠１１ｂに設置された基板３１の中央部下面には、ドライバーを内蔵
した２００万画素程度以上の画素を有するカメラ３２が設置されている。また、基板３１
には、カメラ３２を囲むように白色ＬＥＤ等の照明灯３３が設置されている。撮影部３０
は、このカメラ３２及び照明灯３３を備えて構成されている。
　この撮影部３０は、指載置手段である印刷指挿入部２０ａに載置された印刷指Ｕ１を照
明灯３３によって照明し、カメラ３２によってその印刷指Ｕ１を撮影して、当該印刷指Ｕ
１に対応する爪部Ｔの爪領域画像を含む指爪画像を取得する指爪画像取得手段であり、こ
の撮影部３０は、後述する制御装置５０の制御部５１に接続され、該制御部５１によって
制御されるようになっている。
【００２０】
　また、印刷部４０は、印刷指Ｕ１の爪部Ｔ（図３等参照）に色や模様等の印刷を施すも
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のであり、本実施形態では、印刷部４０は、爪部Ｔのうち、整形（ファイリング）によっ
て削り落とすことが必要な領域を示す画像、すなわち、爪部Ｔ上であって後述する要整形
領域抽出部５１３（図６参照）により抽出された要整形領域Ｆａ（図９等参照）を明示す
る画像を所定の色で印刷する印刷手段である。
【００２１】
　ここで要整形領域Ｆａを明示する画像とは、例えば図９や、図１５（Ａ）に示すように
、要整形領域抽出部５１３により要整形領域Ｆａとして抽出された領域全体を所定の色で
示した画像であってもよいし、図１６（Ａ）に示すように、要整形領域Ｆａと他の爪領域
との境界線を所定の色で示した画像であってもよい。いずれの場合にも、ユーザが要整形
領域Ｆａを明示する画像として印刷された色が見えなくなるまでやすり等で削ることによ
り、自分の爪部Ｔを所望の爪先形状に整形することができる（図１５（Ｂ）及び図１６（
Ｂ）参照）。
【００２２】
　なお、要整形領域Ｆａ全体を印刷する方がやすり等で削りとることが必要な領域がユー
ザにとって分かりやすい点で優れているが、境界線のみを印刷する場合には印刷に使用す
るインク量が少なくて済む点で優れている。要整形領域Ｆａを明示する画像としていずれ
の画像を印刷するかは、いずれかがデフォルトで定められていてもよいし、いずれかをユ
ーザが任意に選択、設定できるようになっていてもよい。
　また、要整形領域Ｆａとして抽出された領域又は要整形領域Ｆａと他の爪領域との境界
線を印刷する所定の色は、特に限定されないが、赤色や黒色等、爪部Ｔの上に印刷した際
に目立つ色であることが好ましい。
　なお、本実施形態では、赤色で要整形領域Ｆａとして抽出された領域全体を印刷する場
合を例として説明する（図１５（Ａ）参照）。
【００２３】
　本実施形態では、印刷部４０は、主として上部機枠１１ｂに設けられている。
　すなわち、図４及び図５に示すように、上部機枠１１ｂの両側板には、２本のガイドロ
ッド４１が平行に架設されている。このガイドロッド４１には、主キャリッジ４２が摺動
自在に設置されている。また、図５に示すように、主キャリッジ４２の前壁４２ａ及び後
壁４２ｂには２本のガイドロッド４４が平行に架設されている。このガイドロッド４４に
は、副キャリッジ４５が摺動自在に設置されている。この副キャリッジ４５の下面中央部
には、印刷ヘッド４６が搭載されている。
　本実施形態において、この印刷ヘッド４６は、インクを微滴化し、被印字媒体に対し直
接に吹き付けて印刷を行うインクジェット方式の印刷ヘッドである。なお、印刷ヘッド４
６の記録方式はインクジェット方式に限定されない。
【００２４】
　主キャリッジ４２は動力伝達手段（図示せず）を介してモータ４３に連結され、モータ
４３の正逆回転によって、ガイドロッド４１に沿って左右方向に移動ように構成されてい
る。また、副キャリッジ４５は動力伝達手段（図示せず）を介してモータ４７に連結され
、モータ４７の正逆回転によって、ガイドロッド４４に沿って前後方向に移動するように
構成されている。
　また、下部機枠１１ａには、印刷ヘッド４６にインクを供給するためのインクカートリ
ッジ４８が設けられている。インクカートリッジ４８は、図示しないインク供給管を介し
て印刷ヘッド４６と接続されており、適宜印刷ヘッド４６にインクを供給するようになっ
ている。なお、印刷ヘッド４６自体にインクカートリッジを搭載する構成としてもよい。
【００２５】
　印刷部４０は、これらガイドロッド４１、主キャリッジ４２、モータ４３、ガイドロッ
ド４４、副キャリッジ４５、印刷ヘッド４６、モータ４７及びインクカートリッジ４８等
を備えて構成されている。この印刷部４０のモータ４３、印刷ヘッド４６、モータ４７は
、後述する制御装置５０の印刷制御部５１４に接続され、該印刷制御部５１４によって制
御されるようになっている。
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　本実施形態では、後述する通常印刷ボタン１２３（図１参照）が操作された場合には、
印刷部４０により印刷指Ｕ１の爪部ＴへのネイルデザインＤの画像の印刷が行われる。
　また、ファイリング印刷開始ボタン１２４（図１参照）が操作された場合には、要整形
領域抽出部５１３によって抽出された要整形領域Ｆａを明示する画像を、対応する爪部Ｔ
上に所定の色（例えば赤色）で印刷するファイリング印刷が行われる。本実施形態では、
具体的には、ファイリング印刷開始ボタン１２４が操作されると、要整形領域抽出部５１
３によって要整形領域Ｆａとして抽出された爪部Ｔ上の領域に赤色で印刷を施すようにな
っている。
【００２６】
　操作部１２は、ユーザが各種入力を行うための入力手段である。
　本実施形態では、操作部１２には、例えば、図１に示すように、ネイルプリント装置１
の電源をＯＮする電源ボタン１２０、所望のモデル爪形状ＭやネイルデザインＤを指定す
る設定ボタン１２１、爪部Ｔの整形状態を微調整する微調整ボタン１２２、通常のネイル
デザインＤ等の印刷を開始させるスイッチである通常印刷ボタン１２３、要整形領域Ｆａ
を明示する画像を印刷する整形用（ファイリング用）印刷を開始させるためのファイリン
グ印刷開始ボタン１２４等が設けられている。
【００２７】
　設定ボタン１２１は、上下左右を示す選択部と中央の決定部とからなり、ユーザは、後
述する表示部１３に爪形状指定画面（図８参照）やネイルデザイン指定画面（図示せず）
を表示させた状態で、所望のモデル爪形状ＭやネイルデザインＤを選択部により選択し、
決定部を操作することで当該選択されたモデル爪形状ＭやネイルデザインＤを指定するこ
とができる。
　本実施形態では、ユーザが爪部Ｔの爪先形状を整える際のモデルとなるモデル爪形状Ｍ
として爪先形状の異なるポイント（モデル爪形状Ｍ１）、オーバル（モデル爪形状Ｍ２）
、ラウンド（モデル爪形状Ｍ３）、スクエアオフ（モデル爪形状Ｍ４）、スクエア（モデ
ル爪形状Ｍ５）の５種類のモデル爪形状Ｍが爪形状指定画面（図８参照）に表示されるよ
うになっている。設定ボタン１２１は、こうした複数のモデル爪形状Ｍの中から１つのモ
デル爪形状Ｍを指定する爪形状指定手段として機能する。
　なお、設定ボタン１２１によって指定可能なモデル爪形状Ｍの数はここに挙げたものに
限定されない。さらに多くのモデル爪形状Ｍが用意されていてもよいし、これより少ない
数のモデル爪形状Ｍの中から指定するようにしてもよい。
【００２８】
　また、微調整ボタン１２２は、要整形領域Ｆａを縦方向に伸ばす縦方向伸長ボタン１２
２ａ、要整形領域Ｆａを縦方向に縮める縦方向収縮ボタン１２２ｂ、要整形領域Ｆａを横
方向に縮める横方向収縮ボタン１２２ｃ、要整形領域Ｆａを横方向に伸ばす横方向伸長ボ
タン１２２ｄの４つで構成されている。ユーザは、後述する表示部１３の表示画面上に要
整形領域微調整画面を表示させた状態で微調整ボタン１２２（１２２ａ～１２２ｄ）を適
宜操作することにより、要整形領域Ｆａの縦方向及び横方向の寸法を微調整することがで
きる（図１３及び図１４参照）。
【００２９】
　また、通常印刷ボタン１２３が操作された場合には、印刷部４０により印刷指Ｕ１の爪
部Ｔに対して、花柄等のネイルデザインＤの画像の印刷や爪部Ｔの全体に着色を施す印刷
等、通常のネイルプリントを行う印刷が行われる。
　ファイリング印刷開始ボタン１２４が操作された場合には、爪部Ｔ上の要整形領域Ｆａ
として抽出された領域に赤色等の着色を施すファイリング印刷が行われる。
【００３０】
　表示部１３は、例えば液晶パネル（液晶ディスプレイ（ＬＣＤ：Liquid Crystal Displ
ay））等で構成された表示手段である。
　なお、表示部１３の表面に、タッチパネルが一体的に構成されていてもよい。この場合
には、図示しないスタイラスペンや指先等によるタッチ操作により、表示部１３の表面を
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タッチすることによっても各種の入力を行うことができるように構成される。
【００３１】
　表示部１３には、例えば、印刷指Ｕ１を撮影した指爪画像やその中の爪部Ｔを表す爪領
域画像、印刷指Ｕ１の爪部Ｔに印刷すべきネイルデザインＤ、デザイン確認用のサムネイ
ル画像、各種の指示画面等が表示されるようになっている。
　また、本実施形態では、表示部１３には、図８に示す爪形状指定画面が表示されるよう
になっており、ユーザの爪部Ｔを整形することにより実現可能なモデル爪形状Ｍが複数並
べて表示される。本実施形態では、モデル爪形状Ｍとしてポイント、オーバル、ラウンド
、スクエアオフ、スクエア（モデル爪形状Ｍ１～Ｍ５）の５種類の爪先形状が選択可能と
なっており、図８に示すように爪形状指定画面には、この５種類のモデル爪形状Ｍが表示
される。
　なお、表示部１３の表面に、タッチパネルが一体的に構成されている場合には、ユーザ
が画面上で所望のモデル爪形状Ｍの画像にタッチするだけで、そのモデル爪形状Ｍが爪部
Ｔを整形する際のモデル爪形状Ｍとして指定されるようにしてもよい。この場合には、表
示部１３も複数のモデル爪形状Ｍの中から一つのモデル爪形状Ｍを指定する爪形状指定手
段として機能する。
【００３２】
　また、表示部１３には、図１０に示すような要整形領域確認画面が表示される。
　要整形領域確認画面は、指定されたモデル爪形状Ｍをユーザの爪部Ｔの爪領域画像に合
わせ込み、爪先領域抽出部５１２（図８参照）により抽出された爪部Ｔの爪先領域Ｎｐ（
図９参照）であって、モデル爪形状Ｍの輪郭よりも外側に位置する領域として要整形領域
抽出部５１３（図８参照）により抽出された要整形領域Ｆａを明示する画像を表示させる
ものであり、表示部１３は要整形領域表示手段として機能する。
　本実施形態では、図１０に示すように、要整形領域確認画面には、ユーザの指爪画像が
、その爪領域のうち、要整形領域Ｆａとして抽出された領域全体を赤色に着色した状態で
、「赤領域は削る部分です」とのコメントとともに表示される。
【００３３】
　また、表示部１３には、図１１に示すような整形後形状確認画面が表示される。
　整形後形状確認画面は、例えば要整形領域確認画面において赤色に着色されていた要整
形領域Ｆａを透明化し、整形後の爪部Ｔの形状を示すものである。
　整形後形状確認画面を表示させることにより、ユーザは要整形領域Ｆａを削り取った後
の爪部Ｔの状態を表示部１３の画面上で確認することができる。このため、ユーザは提示
された要整形領域Ｆａを削ることで自分の爪部Ｔを所望の形状にすることができるか否か
の判断をしやすくなる。
【００３４】
　また、表示部１３には、図１２に示すようなデザイン確認画面が表示される。
　デザイン確認画面は、整形後形状確認画面に表示されていた要整形領域Ｆａを削った後
の爪部Ｔを表す画像に、ユーザが指定（選択）したネイルデザインＤを重畳して表示させ
るものである。
　整形後の爪部Ｔを表す画像にネイルデザインＤを重畳して表示させることにより、ユー
ザは所望のネイルデザインＤを印刷した場合に、整形後の爪部Ｔの形状や長さ等と当該ネ
イルデザインＤとのバランスが適切であるか否かを確認しやすくなる。
【００３５】
　また、表示部１３には、図１３及び図１４に示すような要整形領域微調整画面が表示さ
れる。
　要整形領域微調整画面は、整形後形状確認画面に表示されていた要整形領域Ｆａを削っ
た後の爪部Ｔの画像又はデザイン確認画面に表示されていたネイルデザインＤを重畳した
後の画像に「微調整ボタンで微調整できます」とのコメントを表示させた画面である。
　ユーザは、前述のように、この要整形領域微調整画面を表示部１３に表示させた状態で
微調整ボタン１２２（１２２ａ～１２２ｄ）を適宜操作することにより、要整形領域Ｆａ
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の縦方向・横方向の寸法を微調整することができる（図１３及び図１４参照）。
【００３６】
　例えば、整形後の爪先領域Ｎｐの縦方向の長さ、すなわち、図９における爪先領域Ｎｐ
の爪床Ｕｆ側の端縁である遊離縁Ｅから爪部Ｔの先端部までの長さ寸法Ｌを大きくしたい
場合には、ユーザは、要整形領域微調整画面を表示させた状態で、微調整ボタン１２２の
うちの縦方向伸長ボタン１２２ａを操作して、長さ寸法Ｌを所望の長さに調整する。逆に
爪先領域Ｎｐの爪床Ｕｆ側の端縁である遊離縁Ｅから爪部Ｔの先端部までの長さ寸法Ｌを
小さくしたい場合には、ユーザは、縦方向収縮ボタン１２２ｂを操作して、長さ寸法Ｌを
所望の長さに調整する。長さ寸法Ｌを大きくすると、その分要整形領域Ｆａの縦方向の寸
法は小さくなり、長さ寸法Ｌを小さくすると、その分要整形領域Ｆａの縦方向の寸法は大
きくなる。
　また、横方向収縮ボタン１２２ｃ又は横方向伸長ボタン１２２ｄを操作すると、要整形
領域Ｆａの幅を調整することができ、具体的には、横方向収縮ボタン１２２ｃを操作する
ことにより、要整形領域Ｆａの先端部が細くなり、横方向伸長ボタン１２２ｄを操作する
ことにより、要整形領域Ｆａの先端部が平たく広がった形状に調整される。
　本実施形態では、４つの微調整ボタン１２２（縦方向伸長ボタン１２２ａ、縦方向収縮
ボタン１２２ｂ、横方向収縮ボタン１２２ｃ、横方向伸長ボタン１２２ｄ）を操作するこ
とにより、各印刷指Ｕ１について、それぞれ要整形領域Ｆａの縦方向・横方向の寸法を調
整可能となっている。
【００３７】
　なお、ユーザが整形後形状確認画面、デザイン確認画面、要整形領域微調整画面を表示
部１３に表示させた状態でファイリング印刷開始ボタン１２４を操作すると、表示部１３
の表示画面上に表示された状態で要整形領域Ｆａが確定され、当該確定された要整形領域
Ｆａに赤色等の着色を施すファイリング印刷が行われる。
　なお、表示部１３の表面に、タッチパネルが一体的に構成されている場合には、当該画
面上にＯＫボタン等の操作ボタンを表示させて、ユーザがこれをタッチするだけで、要整
形領域Ｆａが確定され、ファイリング印刷が開始されるようにしてもよい。
【００３８】
　また、制御装置５０は、例えば上部機枠１１ｂに配置された基板３１等に設置されてい
る。図６は、本実施形態における制御構成を示す要部ブロック図である。
　制御装置５０は、図６に示すように、図示しないＣＰＵ（Central Processing Unit）
等によって構成されている制御部５１、記憶手段としてのＲＯＭ（Read Only Memory）５
２及びＲＡＭ５３（Random Access Memory）等を備えるコンピュータである。なお、記憶
手段は、制御装置５０内のＲＯＭ５２、ＲＡＭ５３に限定されず、他に記憶手段が設けら
れていてもよい。
【００３９】
　この制御部５１は、機能的に見た場合、爪領域画像抽出部５１１、爪先領域抽出部５１
２、要整形領域抽出部５１３、印刷制御部５１４、表示制御部５１５等を備えている。こ
れら爪領域画像抽出部５１１、爪先領域抽出部５１２、要整形領域抽出部５１３、印刷制
御部５１４、表示制御部５１５等としての機能は、ＣＰＵとＲＯＭ５２に記憶されたプロ
グラムとの共働によって実現される。
【００４０】
　爪領域画像抽出部５１１は、指爪画像取得手段である撮影部３０により取得された指爪
画像から、これに含まれる爪部Ｔの爪領域画像を抽出する爪領域画像抽出手段である。
　爪領域画像抽出部５１１は、例えば、撮影部３０により取得された指爪画像の中から、
爪部Ｔとそれ以外の指部分との色の違い等に基づいて爪領域画像（爪部Ｔの輪郭）を抽出
するものである。なお、爪領域画像抽出部５１１が爪領域画像を抽出する手法は特に限定
されず、ここに挙げたものに限られない。
【００４１】
　爪先領域抽出部５１２は、爪領域画像抽出部５１１によって抽出された爪部Ｔの爪領域
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画像から、爪部Ｔの爪先領域Ｎｐを抽出する爪先領域抽出手段である。
　ここで爪先領域Ｎｐ（すなわち「フリーエッジ」）とは、指における爪下の皮膚部分で
ある爪床Ｕｆよりも外側に延出している領域をいう。すなわち、爪先領域Ｎｐは、爪部Ｔ
のうち指の皮膚部分（爪床Ｕｆ）と接着していない領域であり、爪部Ｔは、全領域のうち
、この爪先領域Ｎｐのみ、やすり等で削り取り、整形（ファイリング）することができる
。
　一般に、爪部Ｔのうち、爪先領域Ｎｐは白っぽく、指の皮膚部分（爪床Ｕｆ）と接して
いる部分は赤味がかっている。爪先領域抽出部５１２は、例えば、撮影部３０により取得
された爪領域画像中、このような爪部Ｔの部分ごとの色の違いを識別すること等により爪
先領域Ｎｐを抽出する。
　なお、爪先領域抽出部５１２が爪先領域Ｎｐを抽出する手法は特に限定されず、ここに
挙げたものに限られない。
【００４２】
　要整形領域抽出部５１３は、モデル爪形状Ｍを撮影部３０により取得された爪部Ｔの爪
領域画像に合わせ込み、爪先領域抽出部５１２により抽出された爪先領域Ｎｐ内であって
、モデル爪形状Ｍの輪郭よりも外側に位置する領域を要整形領域Ｆａとして抽出する要整
形領域抽出手段である。
　本実施形態では、要整形領域抽出部５１３は、爪形状指定手段である操作部１２の設定
ボタン１２１が操作されることにより指定されたモデル爪形状Ｍをユーザの爪領域画像に
合わせ込むことにより要整形領域Ｆａを抽出するようになっている。
【００４３】
　印刷制御部５１４は、要整形領域抽出部５１３により抽出された要整形領域Ｆａを明示
する画像をユーザの爪部Ｔ上に印刷するように印刷手段である印刷部４０を制御する印刷
制御手段である。
　本実施形態では、印刷制御部５１４は、要整形領域Ｆａを明示する画像としての要整形
領域Ｆａとして抽出された領域全体に所定の色（例えば赤色）で着色した画像を印刷する
ように印刷部４０を制御する。
　なお、印刷制御部５１４は、要整形領域Ｆａを明示する画像の他、通常の印刷において
は、ネイルデザインＤの画像等を爪部Ｔの上に印刷するように印刷部４０を制御するよう
になっている。
【００４４】
　表示制御部５１５は、表示手段としての表示部２６に各種の表示を表示させる表示制御
手段である。本実施形態では、表示制御部５１５は、前述のように各種の指示画面の他、
爪形状指定画面、デザイン指定画面、要整形領域確認画面、整形後形状確認画面、デザイ
ン確認画面、要整形領域微調整画面等を表示部１３に表示させるようになっている。
【００４５】
　また、記憶手段としてのＲＯＭ５２は、指爪画像から爪領域画像を抽出するための爪領
域画像抽出プログラム、爪領域画像から爪先領域Ｎｐを抽出するための爪先領域抽出プロ
グラム、モデル爪形状Ｍを爪領域画像に合わせ込み、爪先領域抽出手段により抽出された
爪先領域Ｎｐ内であって、モデル爪形状Ｍの輪郭よりも外側に位置する領域を要整形領域
Ｆａとして抽出する要整形領域抽出プログラム、印刷処理を行うための印刷処理プログラ
ム、表示処理を行うための表示処理プログラム等の各種プログラムが格納されており、こ
れらのプログラムが制御装置５０によって実行されることによって、ネイルプリント装置
１の各部が統括制御されるようになっている。
【００４６】
　また、本実施形態においてＲＯＭ５２には、モデル爪形状Ｍとして指定可能な爪形状の
輪郭等（本実施形態では、ポイント、オーバル、ラウンド、スクエアオフ、スクエアの５
種類の爪先形状の輪郭等）のデータが記憶されている。
【００４７】
　また、本実施形態において記憶手段であるＲＡＭ５３は、各種データ等を記憶する記憶
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領域と制御部５１が各種処理を行う際にプログラム等を展開する作業領域（いずれも図示
せず）とを備えている。
　ＲＡＭ５３の記憶領域には、例えば、撮影部３０により取得された指爪画像のデータ、
ユーザが設定ボタン１２１を操作することにより指定されたモデル爪形状Ｍのデータやネ
イルデザインＤの画像データ、爪領域画像抽出部５１１により抽出された爪領域画像のデ
ータ、爪先領域抽出部５１２により抽出された爪先領域Ｎｐのデータ、要整形領域抽出部
５１３により抽出された要整形領域Ｆａのデータ等、各種のデータが記憶されている。
【００４８】
　次に、図７及び図８から図１５を参照しつつ、本実施形態におけるネイルプリント装置
１による印刷制御方法について説明する。
　このネイルプリント装置１により印刷を行う場合、ユーザはまず、電源スイッチを入れ
て制御装置５０を起動させる。
　表示制御部５１５は、表示部１３に爪形状指定画面（図８参照）を表示させ、ユーザは
、操作部の設定ボタン１２１を操作する等により、複数のモデル爪形状Ｍの中から、所望
のモデル爪形状Ｍを指定する。
【００４９】
　ユーザの印刷指Ｕ１が印刷指挿入部２０ａに挿入されると、まず、図７に示すように、
撮影部３０によりユーザの指爪画像が取得される（ステップＳ１）。そして、爪領域画像
抽出部５１１が取得された指爪画像から爪領域画像を抽出し（ステップＳ２）、さらに、
この爪領域画像から爪先領域抽出部５１２により爪先領域Ｎｐを抽出する（ステップＳ３
）。
　要整形領域抽出部５１３は、ユーザによって指定されたモデル爪形状Ｍをユーザの爪部
Ｔの爪領域画像に合わせ込む（ステップＳ４）。要整形領域抽出部５１３は、合わせ込み
が完了したか否か、すなわち、指定されたモデル爪形状Ｍをユーザの爪部Ｔの爪領域画像
の大きさ等に合わせて重ね合わせる作業が終了したか否かを常に判断し（ステップＳ５）
、合わせ込みが完了していない（すなわち、両者の大きさ等にずれがある）場合（ステッ
プＳ５；ＮＯ）には、指定されたモデル爪形状Ｍを微調整して（ステップＳ６）、再度ス
テップＳ４、Ｓ５の処理を繰り返す。
【００５０】
　他方、両者の合わせ込みが完了した（すなわち、両者の大きさ等にずれがない）場合（
ステップＳ５；ＹＥＳ）には、要整形領域抽出部５１３は、爪部Ｔの爪先領域Ｎｐ内であ
って、指定されたモデル爪形状Ｍの輪郭よりも外側に位置する領域を要整形領域Ｆａとし
て抽出する（ステップＳ７）。
　要整形領域Ｆａが抽出されると、表示部１３の表示画面上に、要整形領域Ｆａを赤色等
の目立つ色に着色した要整形領域確認画面（図１０参照）や要整形領域Ｆａをやすり等で
削った場合にどのような形状となるかと示す整形後形状確認画面（図１１参照）が表示さ
れる（ステップＳ８）。さらに、ユーザによって爪部Ｔに印刷したいネイルデザインＤが
指定されている場合には、この整形後の爪部Ｔの形状に指定されたネイルデザインＤが重
畳させたデザイン確認画面（図１２参照）を表示させる（ステップＳ９）。本実施形態で
は、花柄のネイルデザインＤがユーザにより指定された例を示しており、図１２に示すよ
うに、整形後のユーザの爪部Ｔに花柄のネイルデザインＤが重畳された画像が、「印刷す
るデザインはこれでよろしいですか」等のコメントとともに表示部１３に表示される。
　制御部５１は、ユーザが図示しないＯＫボタン等を操作することにより要整形領域Ｆａ
が確定されたか否かを常に判断し（ステップＳ１０）、要整形領域Ｆａが確定されたと判
断される場合（ステップＳ１０；ＹＥＳ）には、印刷制御部５１４が印刷部４０を制御し
て、要整形領域Ｆａとして抽出された領域に赤色等の所定の色で印刷が行われる（ステッ
プＳ１２）。
【００５１】
　他方、要整形領域Ｆａが確定されていないと判断される場合（ステップＳ１０；ＮＯ）
には、要整形領域微調整画面（図１３及び図１４参照）を表示部１３に表示させる（ステ
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ップＳ１１）。ユーザは、微調整ボタン１２２（縦方向伸長ボタン１２２ａ、縦方向収縮
ボタン１２２ｂ、横方向収縮ボタン１２２ｃ、横方向伸長ボタン１２２ｄ）を操作するこ
とにより、要整形領域微調整画面を確認しながら要整形領域Ｆａの縦方向の長さ及び横方
向の幅を調整する。制御部５１は、ユーザが図示しないＯＫボタン等を操作することによ
り要整形領域Ｆａが確定されたか否かを常に判断し（ステップＳ１０）、要整形領域Ｆａ
が確定されたと判断される場合（ステップＳ１０；ＹＥＳ）には、印刷制御部５１４が印
刷部４０を制御して、要整形領域Ｆａとして抽出された領域に赤色等の所定の色で印刷が
行われる（ステップＳ１２）。
【００５２】
　なお、ここでは、１本の印刷指Ｕ１に対する対応について述べたが、本実施形態のよう
に、例えば４本等、複数の印刷指Ｕ１に対して同時に印刷処理を行う場合には、以上の処
理を各印刷指Ｕ１についてそれぞれ繰り返すことにより、全ての印刷指Ｕ１について印刷
処理を行う。
【００５３】
　印刷後、図１５（Ａ）に示すように、ユーザは、各爪部Ｔに赤色等で印刷されている要
整形領域Ｆａを印刷された色が見えなくなるまでやすり９で削る整形（ファイリング）作
業を行う。印刷により着色された要整形領域Ｆａを全て削り取ると、図１５（Ｂ）に示す
ように、ユーザ自らの爪部Ｔが所望の爪先形状に整形（ファイリング）される。
　なお、要整形領域Ｆａ全てに着色するのではなく、要整形領域Ｆａと他の爪領域との境
界線に所定の色で印刷を施した場合にも、図１６（Ａ）に示すように、ユーザは、各爪部
Ｔに赤色等で印刷されている要整形領域Ｆａの境界線が見えなくなるまでやすり９で削る
整形（ファイリング）作業を行う。印刷により着色された境界線まで爪部Ｔを削り取ると
、図１６（Ｂ）に示すように、ユーザ自らの爪部Ｔが所望の爪先形状に整形（ファイリン
グ）される。
【００５４】
　以上のように、本実施形態におけるネイルプリント装置１によれば、モデル爪形状Ｍを
爪部Ｔの爪領域画像に合わせ込み、爪部Ｔの爪先領域Ｎｐ内であって、モデル爪形状Ｍの
輪郭よりも外側に位置する領域を要整形領域Ｆａとして抽出し、この抽出された要整形領
域Ｆａを明示する画像（図１０の要整形領域確認画面参照）を表示画面上に表示させる。
　これにより、爪部をモデル爪形状Ｍに整形（ファイリング）するためにはどこをどの程
度削ればいいのかを整形（ファイリング）前に確認することができる。
　また、表示部１３に表示された整形（ファイリング）後の爪部Ｔの形状（図１１の整形
後形状確認画面参照）や整形後の爪部ＴにネイルデザインＤを重畳させた画像（図１２の
デザイン確認画面参照）等を見て、適宜モデル爪形状Ｍを指定し直すこともできる。
　さらに、ユーザ自ら要整形領域微調整画面を確認しながら、適宜要整形領域Ｆａの縦方
向の長さや横方向の幅を微調整することもでき、所望の形状の爪部Ｔとなるように要整形
領域Ｆａを調整することができる。
　そして、表示部１３に表示されている要整形領域Ｆａでよい場合には、その爪部Ｔ上で
あって要整形領域Ｆａとして抽出された領域全体に対して赤色等の所定の目立つ色で印刷
を施す。これにより、爪部Ｔの整形（ファイリング）に不慣れなユーザでも、やすり等で
整形（ファイリング）すべき領域が容易に判別でき、簡易に爪部Ｔを所望の形状に整形す
ることができる（図１５（Ａ）及び（Ｂ）参照）。また、要整形領域Ｆａと他の爪領域と
の境界線に所定の色で印刷を施した場合でも同様である（図１６（Ａ）及び（Ｂ）参照）
。
【００５５】
　［第２の実施の形態］
　次に、図１７から図１９を参照しつつ、本発明に係るネイルプリント装置の第２の実施
形態について説明する。なお、本実施形態は、要整形領域抽出部による要整形領域Ｆａの
抽出の仕方が第１の実施形態と異なるものであるため、以下においては、特に第１の実施
形態と異なる点について説明する。
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【００５６】
　本実施形態におけるネイルプリント装置の装置構成は、第１の実施形態で説明したもの
と同様であることから、その説明を省略する。
【００５７】
　本実施形態では、指爪画像取得手段である撮影部３０は、例えば片手の親指から小指ま
での５本等、複数の指を撮影して当該指に対応する各爪部の爪領域画像を含む指爪画像を
取得するものである。
　また、爪領域画像抽出部５１１は、取得された各指の指爪画像について爪領域画像を抽
出し、爪先領域抽出部５１２は、各指爪画像から抽出された爪領域画像からそれぞれ爪先
領域Ｎｐを抽出する。
　なお、爪領域画像抽出部５１１が指爪画像について爪領域画像を抽出する手法、及び爪
先領域抽出部５１２が指爪画像から抽出された爪領域画像から爪先領域Ｎｐを抽出する手
法は、第１の実施形態で説明したものと同様であるため、その説明を省略する。
【００５８】
　本実施形態において、指爪画像取得手段である撮影部３０は、複数の印刷指Ｕ１を撮影
して当該印刷指Ｕ１に対応する各爪部Ｔの爪領域画像を含む指爪画像を取得するものであ
り、要整形領域抽出部５１３は、複数の印刷指Ｕ１の各爪部Ｔの指爪画像について抽出さ
れた各爪領域画像について要整形領域Ｆａを抽出するものであって、要整形領域Ｆａを抽
出する際には、複数の印刷指Ｕ１の各爪部Ｔにおいて爪先領域Ｎｐの爪床Ｕｆ側の端縁で
ある遊離縁Ｅから爪部Ｔの先端部までの長さ寸法が均一となるように要整形領域Ｆａを抽
出するようになっている。
【００５９】
　すなわち、要整形領域抽出部５１３は、ユーザによって指定されたモデル爪形状Ｍを各
指別の複数の爪領域画像にそれぞれ合わせ込んで、各指の爪領域画像について、それぞれ
要整形領域Ｆａを抽出する。そして、整形後、すなわち、抽出した要整形領域Ｆａを削り
取った後の爪先領域Ｎｐの長さ寸法Ｌ（図１９参照）を取得して、この整形後の爪先領域
Ｎｐの長さ寸法Ｌを全指について比較する。その結果、整形後の爪先領域Ｎｐの長さ寸法
Ｌに大小がある場合には、その最小値を検出し、他の指についても、整形後の爪先領域Ｎ
ｐの長さ寸法Ｌがこの最小値と同じになるように整形後の爪先領域Ｎｐの長さを変更し、
この条件を満たすように爪先領域Ｎｐ内の要整形領域Ｆａを抽出する。
　これにより、図１９に示すように、すべての印刷指Ｕ１について、整形（ファイリング
）後の爪先領域Ｎｐの爪床Ｕｆ側の端縁である遊離縁Ｅから爪部Ｔの先端部までの長さ寸
法Ｌが均一となる。
【００６０】
　例えば、図１９に示す例では、印刷指Ｕである親指Ｕ１から小指Ｕ５までを比較した場
合に、親指Ｕ１－１の爪部Ｔ１が最も長さが短いため、の整形後の遊離縁Ｅから爪部Ｔの
先端部までの長さ寸法Ｌも親指Ｕ１－１が最も小さくなる。
　このため、図１９に示すように、他の人指し指Ｕ１－２から小指Ｕ１－５の整形後の遊
離縁Ｅから爪部Ｔの先端部までの長さ寸法Ｌを親指Ｕ１－１における長さ寸法Ｌとほぼ同
じになるように爪先領域Ｎｐの長さを変更し、この条件を満たすように爪先領域Ｎｐ内の
要整形領域Ｆａを抽出する。
【００６１】
　なお、その他の構成は、第１の実施形態で説明したものと同様であるため、その説明を
省略する。
【００６２】
　次に、図１７から図１９を参照しつつ、本実施形態におけるネイルプリント装置の印刷
制御方法について説明する。
　本実施形態でも、第１の実施形態と同様、ユーザは、表示部に表示された爪形状指定画
面（図８参照）等を参照して、所望のモデル爪形状Ｍ及び印刷したいネイルデザインＤを
指定する。
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　ユーザの印刷指Ｕ１が印刷指挿入部２０ａに挿入されると、まず、図１７に示すように
、撮影部３０によりユーザの指爪画像が取得され（ステップＳ２１）、この指爪画像から
爪領域画像が抽出され（ステップＳ２２）、さらに、この爪領域画像から爪先領域Ｎｐが
抽出される（ステップＳ２３）。要整形領域抽出部５１３は、ユーザによって指定された
モデル爪形状Ｍをユーザの爪部Ｔの爪領域画像に合わせ込み（ステップＳ２４）、合わせ
込みが完了したか否かを常に判断する（ステップＳ２５）、合わせ込みが完了していない
場合（ステップＳ２５；ＮＯ）には、指定されたモデル爪形状Ｍを微調整して（ステップ
Ｓ２６）、再度ステップＳ２４、Ｓ２５の処理を繰り返す。
【００６３】
　他方、両者の合わせ込みが完了した場合（ステップＳ２５；ＹＥＳ）には、要整形領域
抽出部５１３は、整形後、すなわち要整形領域Ｆａを削り落とした後の爪先領域Ｎｐの長
さ寸法Ｌを取得する（ステップＳ２７）。そして、全ての印刷指Ｕ、すなわち、片手ずつ
作業を行う場合には、片手の親指Ｕ１－１から小指Ｕ１－５までの５本であり、両手すべ
てについて作業を行う場合には、左右の手の親指Ｕ１－１から小指Ｕ１－５までの１０本
について、整形後の爪先領域Ｎｐの長さ寸法Ｌを取得したか否かを判断し（ステップＳ２
８）、取得していなければ（ステップＳ２８；ＮＯ）、取得していない印刷指Ｕについて
ステップＳ２１からステップＳ２７の処理を繰り返す。
　全印刷指Ｕについて、整形後の爪先領域Ｎｐの長さ寸法Ｌを取得した場合（ステップＳ
２８；ＹＥＳ）には、要整形領域抽出部５１３は、取得した長さ寸法Ｌの最小値を検出す
る（ステップＳ２９）。そして、全ての印刷指Ｕについて、整形後の爪先領域Ｎｐの長さ
寸法Ｌがこの最小値となるように変更し（ステップＳ３０）、この条件を満たすように爪
先領域Ｎｐ内の要整形領域Ｆａを抽出する（ステップＳ３１）。
【００６４】
　なお、図１８に示すステップＳ３２からステップＳ３６は、第１の実施形態で説明した
ステップＳ８からステップＳ１２（図７参照）と同様であるため、その説明を省略する。
　また、その他の処理は、第１の実施形態と同様であるため、その説明を省略する。
　これにより、図１９に示すように、整形後の爪先領域Ｎｐの長さ寸法Ｌが全ての印刷指
Ｕ１においてほぼ均一なるように各印刷指Ｕ１の爪部Ｔについて要整形領域Ｆａが抽出さ
れる。そして、印刷後に、要整形領域Ｆａとして爪部Ｔ上に赤色等の所定の色で印刷が行
われた領域をユーザがやすり等で削り落とすことにより、全ての印刷指Ｕ１の爪部Ｔにつ
いて爪先領域Ｎｐの長さの揃った状態とすることができる。
【００６５】
　以上のように、本実施形態におけるネイルプリント装置によれば、第１の実施形態と同
様に、モデル爪形状Ｍを爪部Ｔの爪領域画像に合わせ込み、爪部Ｔの爪先領域Ｎｐ内であ
って、モデル爪形状Ｍの輪郭よりも外側に位置する領域を要整形領域Ｆａとして抽出する
。このとき、本実施形態では、要整形領域抽出部５１３が、複数の印刷指Ｕ１において整
形後の爪先領域Ｎｐの長さ寸法Ｌが全てほぼ均一なるように各印刷指Ｕ１の爪部Ｔについ
て要整形領域Ｆａを抽出する（図１９参照）。このため、全ての印刷指Ｕ１について整形
後の爪先領域Ｎｐの長さ寸法Ｌが揃い、バランスの取れた状態とすることができる。
　そして、このようにして抽出された要整形領域Ｆａを明示する画像（図１０の要整形領
域確認画面参照）を表示画面上に表示させる。これにより、爪部をモデル爪形状Ｍに整形
するためにはどこをどの程度削ればいいのかを整形前に確認することができる。
　また、要整形領域Ｆａが確定されると、その爪部Ｔ上であって要整形領域Ｆａとして抽
出された領域全体に対して所定の色で印刷が施される。これにより、爪部の整形に不慣れ
なユーザでも、やすり等で整形（ファイリング）すべき領域が容易に判別でき、簡易に爪
部Ｔを所望の形状に整形することができる。また、要整形領域Ｆａと他の爪領域との境界
線に所定の色で印刷を施した場合でも同様である。
　そして、前述のように、要整形領域抽出部５１３が要整形領域Ｆａを抽出するに際して
は、全ての指について、整形後の爪先領域Ｎｐの長さ寸法Ｌがほぼ等しくなるように各指
の爪部Ｔについて要整形領域Ｆａを抽出するため、要整形領域Ｆａを明示する画像を印刷
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後、この領域を削り取るように整形（ファイリング）を行うと、全ての指の爪部Ｔについ
て爪先領域Ｎｐの長さの揃った状態とすることができ、簡易に全指についてバランスのよ
い整形（ファイリング）を行うことができる。
【００６６】
　［第３の実施の形態］
　次に、図２０及び図２１を参照しつつ、本発明に係るネイルプリント装置の第３の実施
形態について説明する。なお、本実施形態は、要整形領域抽出部による要整形領域Ｆａの
抽出の仕方が第１の実施形態及び第２の実施形態と異なるものであるため、以下において
は、特に第１の実施形態及び第２の実施形態と異なる点について説明する。
【００６７】
　本実施形態におけるネイルプリント装置の装置構成は、第１の実施形態及び第２の実施
形態で説明したものと同様であることから、その説明を省略する。
【００６８】
　本実施形態では、モデル爪形状Ｍの指定を制御装置５０の要整形領域抽出部５１３によ
り自動的に行うようになっており、要整形領域抽出部５１３が、複数のモデル爪形状Ｍの
中から１つのモデル爪形状Ｍを指定する爪形状指定手段として機能する。
【００６９】
　すなわち、要整形領域抽出部５１３は、ユーザの指について取得された指爪画像につい
て爪領域画像が抽出されると、ＲＯＭ５２に記憶されている複数のモデル爪形状Ｍの中か
らいずれか１つを選んでこれを爪領域画像に合わせ込む。そして、要整形領域Ｆａを抽出
し、その面積Ｓを算出する。モデル爪形状Ｍが複数ある場合には、その全てについて爪領
域画像への合わせ込み、要整形領域Ｆａの抽出及び要整形領域Ｆａの面積Ｓの算出を行う
。
　そして、要整形領域抽出部５１３は、全てのモデル爪形状Ｍの中で要整形領域Ｆａの面
積Ｓが最小となるものを爪領域画像に合わせ込む。
　モデル爪形状Ｍを爪領域画像に合わせ込んだ画像は表示部１３に表示され、ユーザは当
該モデル爪形状Ｍでよい場合には、操作部１２等を操作することにより、当該モデル爪形
状Ｍを適用することを決定する。そして、要整形領域確認画面やデザイン確認画面等で整
形後のイメージを確認し、必要に応じて適宜微調整した上で、要整形領域Ｆａを確定させ
る。
　また、ユーザが要整形領域Ｆａの面積Ｓが最小であるとして指定されたモデル爪形状Ｍ
の適用を望まない場合には、要整形領域抽出部５１３は、要整形領域Ｆａの面積Ｓが次に
小さいモデル爪形状Ｍを爪領域画像に合わせ込んで、表示部１３に表示させ、ユーザに提
案する。
【００７０】
　このように、要整形領域Ｆａの面積Ｓが小さい順に順次ユーザに提案することにより、
やすりで削る等により整形（ファイリング）する面積ができるだけ少なくて済むように要
整形領域Ｆａを設定することができる。
【００７１】
　なお、その他の構成は、第１の実施形態及び第２の実施形態で説明したものと同様であ
るため、その説明を省略する。
【００７２】
　次に、図２０及び図２１を参照しつつ、本実施形態におけるネイルプリント装置の印刷
制御方法について説明する。
　ユーザの印刷指Ｕ１が印刷指挿入部２０ａに挿入されると、まず、図２０に示すように
、撮影部３０によりユーザの指爪画像が取得され（ステップＳ４１）、この指爪画像から
爪領域画像が抽出され（ステップＳ４２）、さらに、この爪領域画像から爪先領域Ｎｐが
抽出される（ステップＳ４３）。要整形領域抽出部５１３は、複数のモデル爪形状Ｍのう
ちの１つをユーザの爪部Ｔの爪領域画像に合わせ込み（ステップＳ４４）、この場合に整
形が必要となる要整形領域Ｆａの面積Ｓを算出する（ステップＳ４５）。
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　要整形領域抽出部５１３は、全てのモデル爪形状Ｍについて爪領域画像への合わせ込み
及び要整形領域Ｆａの面積Ｓの算出が完了したか否かを常に判断し（ステップＳ４６）、
完了していない場合（ステップＳ４６；ＮＯ）には、まだ要整形領域Ｆａの面積Ｓの算出
が完了していないモデル爪形状ＭについてステップＳ４４及びステップＳ４５の処理を繰
り返す。
【００７３】
　他方、全てのモデル爪形状Ｍについて要整形領域Ｆａの面積Ｓの算出が完了している場
合（ステップＳ４６；ＹＥＳ）には、要整形領域Ｆａの面積Ｓが最小であるモデル爪形状
Ｍをユーザの爪領域画像に合わせ込む（ステップＳ４７）。
【００７４】
　要整形領域抽出部５１３は、合わせ込みが完了したか否かを常に判断する（ステップＳ
４８）、合わせ込みが完了していない場合（ステップＳ４８；ＮＯ）には、指定されたモ
デル爪形状Ｍを微調整して（ステップＳ４９）、再度ステップＳ４７、Ｓ４８の処理を繰
り返す。
　他方、両者の合わせ込みが完了した場合（ステップＳ４８；ＹＥＳ）には、当該モデル
爪形状Ｍを爪領域画像に合わせ込んだ画像や整形後の爪部Ｔの形状等が表示部１３に表示
される。ユーザはこれを確認して、当該モデル爪形状Ｍでよい場合には、操作部１２等を
操作することにより、当該モデル爪形状Ｍを適用することを決定する。
【００７５】
　要整形領域抽出部５１３は、当該モデル爪形状Ｍの適用が決定されたか否かを常に判断
し（ステップＳ５０）、当該モデル爪形状Ｍの適用が決定されない場合（ステップＳ５０
；ＮＯ）には、要整形領域Ｆａの面積Ｓが次に小さいモデル爪形状ＭについてステップＳ
４７からステップＳ４９と同様の処理を繰り返す（ステップＳ５１からステップＳ５３）
。
　他方、当該モデル爪形状Ｍの適用が決定された場合（ステップＳ５０；ＹＥＳ）には、
第１の実施形態で説明したステップＳ８からステップＳ１２と同様の処理を行う（ステッ
プＳ５４からステップＳ５８）。
【００７６】
　なお、その他の処理は、第１の実施形態、第２の実施形態と同様であるため、その説明
を省略する。
【００７７】
　以上のように、本実施形態におけるネイルプリント装置によれば、第１の実施形態及び
第２の実施形態と同様に、モデル爪形状Ｍを爪部Ｔの爪領域画像に合わせ込み、爪部Ｔの
爪先領域Ｎｐ内であって、モデル爪形状Ｍの輪郭よりも外側に位置する領域を要整形領域
Ｆａとして抽出して、この抽出された要整形領域Ｆａを明示する画像（図１０の要整形領
域確認画面参照）を表示画面上に表示させる。
　これにより、爪部をモデル爪形状Ｍに整形するためにはどこをどの程度削ればいいのか
を整形前に確認することができる。
　また、要整形領域抽出部５１３が要整形領域Ｆａを抽出するに際しては、できる限り要
整形領域Ｆａの面積Ｓが小さくなるモデル爪形状Ｍを指定してユーザに提案するため、ユ
ーザは要整形領域抽出部５１３の指定したモデル爪形状Ｍを適用させることにより、整形
（ファイリング）時に最小限の要整形領域Ｆａをやすり等で削り取るだけで、自己の爪部
Ｔを形よく整形することが可能となる。
　そして、要整形領域Ｆａが確定されると、その爪部Ｔ上であって要整形領域Ｆａとして
抽出された領域全体に対して所定の色で印刷が施される。これにより、爪部Ｔの整形に不
慣れなユーザでも、やすり等で整形（ファイリング）すべき領域が容易に判別でき、簡易
に爪部Ｔを所望の形状に整形することができる。また、要整形領域Ｆａと他の爪領域との
境界線に所定の色で印刷を施した場合でも同様である。
【００７８】
　［第４の実施の形態］
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　次に、図２２から図２４を参照しつつ、本発明に係るネイルプリント装置の第４の実施
形態について説明する。なお、本実施形態は、要整形領域抽出部による要整形領域Ｆａの
抽出の仕方が第１の実施形態から第３の実施形態と異なるものであるため、以下において
は、特に第１の実施形態から第３の実施形態と異なる点について説明する。
【００７９】
　本実施形態におけるネイルプリント装置の装置構成は、第１の実施形態から第３の実施
形態で説明したものと同様であることから、その説明を省略する。
【００８０】
　本実施形態において、要整形領域抽出部５１３は、ユーザによって指定されたモデル爪
形状Ｍを現状のユーザの爪部Ｔの爪領域画像に合わせ込み、ユーザが将来実現したい爪先
形状とするために、現状の爪部Ｔについてどのような整形（ファイリング）を行うべきか
を提案するものである。
【００８１】
　すなわち、要整形領域抽出部５１３は、ユーザによってモデル爪形状Ｍが指定されると
、これを現状のユーザの爪部Ｔの爪領域画像に合わせ込み、爪先領域Ｎｐ内の要整形領域
Ｆａを抽出する。
　表示部１３には、例えば図２３、図２４に示すような、モデル爪形状Ｍを現状のユーザ
の爪部Ｔの爪領域画像に合わせ込んだ画像が要整形領域確認画面として表示される。
【００８２】
　ここで、要整形領域抽出部５１３は、現状のユーザの爪部Ｔの爪領域画像の爪先領域Ｎ
ｐのうち、モデル爪形状Ｍの輪郭よりも外側に位置する領域を要整形領域Ｆａとして抽出
する。
　現状のユーザの爪部Ｔの爪先領域Ｎｐがモデル爪形状Ｍの輪郭よりも僅かしか外側には
み出していない場合（例えば、図２３参照）には、はみ出している領域だけを要整形領域
Ｆａとして抽出する。
　また、現状のユーザの爪部Ｔの長さが短かったり、ユーザによって指定されたモデル爪
形状Ｍよりも先端部が細い形状である場合（例えば、図２４参照）には、要整形領域Ｆａ
として抽出できる部分がないため、モデル爪形状Ｍを現状のユーザの爪部Ｔの爪領域画像
に合わせ込んで重畳し、ユーザが希望する爪先形状を二点鎖線等で表した画像を表示部１
３に表示させる。この場合、表示部１３の表示画面上に、要整形領域Ｆａがない旨のコメ
ント等をあわせて表示させてもよい。
【００８３】
　なお、その他の構成は、第１の実施形態から第３の実施形態で説明したものと同様であ
るため、その説明を省略する。
【００８４】
　次に、図２２から図２４を参照しつつ、本実施形態におけるネイルプリント装置の印刷
制御方法について説明する。
　本実施形態でも、第１の実施形態及び第２の実施形態と同様、ユーザは、表示部に表示
された爪形状指定画面（図８参照）等を参照して、所望のモデル爪形状Ｍ及び印刷したい
ネイルデザインＤを指定する。
　ユーザの印刷指Ｕ１が印刷指挿入部２０ａに挿入されると、まず、図２２に示すように
、撮影部３０によりユーザの指爪画像が取得され（ステップＳ６１）、この指爪画像から
爪領域画像が抽出され（ステップＳ６２）、さらに、この爪領域画像から爪先領域Ｎｐが
抽出される（ステップＳ６３）。要整形領域抽出部５１３は、ユーザによって指定された
モデル爪形状Ｍをユーザの現状の爪部Ｔの爪領域画像に合わせ込み（ステップＳ６４）、
合わせ込みが完了したか否かを常に判断する（ステップＳ６５）、合わせ込みが完了して
いない場合（ステップＳ６５；ＮＯ）には、指定されたモデル爪形状Ｍを微調整して（ス
テップＳ６６）、再度ステップＳ６４、Ｓ６５の処理を繰り返す。
【００８５】
　他方、両者の合わせ込みが完了した場合（ステップＳ６５；ＹＥＳ）には、要整形領域
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抽出部５１３は、爪部Ｔの爪先領域Ｎｐ内であって、指定されたモデル爪形状Ｍの輪郭よ
りも外側に位置する領域を要整形領域Ｆａとして抽出する（ステップＳ６７）。
　要整形領域Ｆａが抽出されると、表示部１３の表示画面上に、要整形領域Ｆａを赤色等
の目立つ色に着色した要整形領域確認画面（図１０参照）や要整形領域Ｆａをやすり等で
削った場合にどのような形状となるかと示す整形後形状確認画面（図１１参照）が表示さ
れる（ステップＳ６８）。さらに、ユーザによって爪部Ｔに印刷したいネイルデザインＤ
が指定されている場合には、この整形後の爪部Ｔの形状に指定されたネイルデザインＤを
重畳させたデザイン確認画面（図１２参照）を表示させる（ステップＳ６９）。
【００８６】
　なお、ユーザの現状の爪部Ｔが指定されたモデル爪形状Ｍよりも短過ぎたり幅が細過ぎ
たりすることにより要整形領域Ｆａがない場合、すなわち、爪先領域Ｎｐ内であってモデ
ル爪形状Ｍの輪郭よりも外側に位置する領域が存在しない場合には、モデル爪形状Ｍの輪
郭を将来目指すべき爪先形状として二点鎖線等で示してユーザの爪領域画像に重畳した画
像を表示部１３に表示させる。この場合、現状では削るべき要整形領域Ｆａがない旨のコ
メントを画像とともに表示させるようにしてもよい。また、例えば将来目指したいモデル
爪形状Ｍがポイント（図８参照）等の先端が細い形状であり、現状の爪部Ｔの爪先領域Ｎ
ｐがスクエアのような端部に角のある形状場合に、将来モデル爪形状Ｍとするために、過
渡的に現状の爪先領域Ｎｐの先端両側部を削る整形（ファイリング）をする方が好ましい
場合には、仮に整形すべき領域がモデル爪形状Ｍの輪郭よりも内側に位置する場合でも、
当該領域を要整形領域Ｆａとして他と異なる色を付して表示させてもよい。
【００８７】
　制御部５１は、ユーザが図示しないＯＫボタン等を操作することにより要整形領域Ｆａ
が確定されたか否かを常に判断し（ステップＳ７０）、要整形領域Ｆａが確定されたと判
断される場合（ステップＳ７０；ＹＥＳ）には、印刷制御部５１４が印刷部４０を制御し
て、要整形領域Ｆａとして抽出された領域に赤色等の所定の色で印刷が行われる（ステッ
プＳ７２）。なお、現状では削るべき要整形領域Ｆａがない場合には、ＯＫボタン等が操
作されても印刷は行われない。この場合、その旨の警告表示等を行うことが好ましい。
　他方、要整形領域Ｆａが確定されていないと判断される場合（ステップＳ７０；ＮＯ）
には、要整形領域微調整画面（図１３及び図１４参照）を表示させる。ユーザは、微調整
ボタン１２２を操作することにより、要整形領域微調整画面を確認しながら要整形領域Ｆ
ａの縦方向の長さ及び横方向の幅を調整する。制御部５１は、ユーザが図示しないＯＫボ
タン等を操作することにより要整形領域Ｆａが確定されたか否かを常に判断し（ステップ
Ｓ７０）、要整形領域Ｆａが確定されたと判断される場合（ステップＳ７０；ＹＥＳ）に
は、印刷制御部５１４が印刷部４０を制御して、要整形領域Ｆａとして抽出された領域に
赤色等の所定の色で印刷が行われる（ステップＳ７２）。なお、現状では削るべき要整形
領域Ｆａがない場合には、印刷が行われないことは前述の場合と同様である。
【００８８】
　以上のように、本実施形態におけるネイルプリント装置によれば、第１の実施形態と同
様に、モデル爪形状Ｍを爪部Ｔの爪領域画像に合わせ込み、爪部Ｔの爪先領域Ｎｐ内であ
って、モデル爪形状Ｍの輪郭よりも外側に位置する領域を要整形領域Ｆａとして抽出して
、この抽出された要整形領域Ｆａを明示する画像（図１０の要整形領域確認画面参照）を
表示画面上に表示させる。
　これにより、爪部Ｔをモデル爪形状Ｍに整形するためにはどこをどの程度削ればいいの
かを整形前に確認することができる。
　また、要整形領域抽出部５１３が要整形領域Ｆａを抽出するに際しては、ユーザによっ
て指定されたモデル爪形状Ｍと、現状のユーザの爪部Ｔとを合わせ込み、爪先領域Ｎｐ内
であって、モデル爪形状Ｍの輪郭よりも外側に位置する領域がある場合には、当該領域が
要整形領域Ｆａであると明示する表示を表示部１３に表示させる。なお、爪先領域Ｎｐ内
であって、モデル爪形状Ｍの輪郭よりも外側に位置する領域がない場合には、単にユーザ
の指爪画像の爪領域画像とモデル爪形状Ｍの輪郭とを重ね合わせて表示部に表示させる。
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　このため、将来なりたい理想の爪形状（モデル爪形状Ｍ）があるが現状の爪部Ｔでは当
該モデル爪形状Ｍを実現できない場合に、当該モデル爪形状Ｍとユーザの現状の爪部Ｔの
形状とのずれをユーザに認識させることができる。
　例えば、ユーザが将来スクエアオフ（図８におけるモデル爪形状Ｍ４）に整形したい場
合に、爪先領域Ｎｐを細く削り過ぎてしまうと爪部Ｔ全体が伸びるまでスクエアオフ形状
を実現することができない。この点本実施形態では、理想の爪形状（モデル爪形状Ｍ）と
するために現状の爪部Ｔの形状をどのように整えるべきかが示されるため、ユーザが誤っ
て爪部Ｔを削り過ぎ、理想の爪形状（モデル爪形状Ｍ）を実現するのに余計な時間を要し
てしまうことを防ぐことができる。
　そして、要整形領域Ｆａがある場合には、これをユーザの爪部Ｔ上に印刷する。これに
より、例えばユーザの爪部Ｔの長さが短く、現状では理想の爪形状（モデル爪形状Ｍ）を
実現できないが、理想の爪形状とするために過渡的に整形すべき部分がある場合に、その
部分を的確に明示することができ、ユーザは印刷された領域を削るだけで、効率よく所望
の爪形状を実現するために最良の整形（ファイリング）を行うことができる。このことは
、要整形領域Ｆａと他の爪領域との境界線に所定の色で印刷を施した場合でも同様である
。
【００８９】
　なお、以上本発明の実施形態について説明したが、本発明は、かかる実施形態に限定さ
れず、その要旨を逸脱しない範囲で、種々変形が可能であることは言うまでもない。
　例えば、上記実施形態では、４本の指に対して同時に印刷等の処理を行うことのできる
ネイルプリント装置１を例としたが、指を１本ずつ装置に挿入して順次印刷等の処理を行
う装置に本発明を適用することも可能である。また、両手の指について、同時的に処理を
行うことができるものであってもよい。
【００９０】
　また、本実施形態では、ネイルプリント装置１が要整形領域Ｆａを明示する画像の他、
爪部Ｔに施す各種のネイルデザインＤをも指定できる場合を例としたが、ネイルデザイン
Ｄを指定できること、及び、指定されたネイルデザインＤを爪部Ｔ上に印刷することは、
本発明に係るネイルプリント装置において本質的なものではなく、このような機能を備え
ないものであってもよい。
　なお、ネイルプリント装置１が要整形領域Ｆａを明示する画像を印刷するための専用機
である場合には、要整形領域Ｆａとして抽出された領域又は要整形領域Ｆａと他の爪領域
との境界線を印刷する所定の色（例えば赤色等）のインクを吐出させる印刷ヘッド４６及
びそのインクカートリッジのみを備えていればよい。
【００９１】
　また、上記第２の実施形態では、複数の印刷指Ｕ１間で整形後の爪先領域Ｎｐの長さ寸
法Ｌに大小がある場合に、その最小値を検出し、他の指についても、整形後の爪先領域Ｎ
ｐの長さ寸法Ｌがこの最小値と同じになるように整形後の爪先領域Ｎｐの長さを変更して
、この条件を満たすように爪先領域Ｎｐ内の要整形領域Ｆａを抽出する場合を例としたが
、複数の印刷指Ｕ１間でのバランスの取り方はこれに限定されない。
　例えば、全ての印刷指Ｕ１について、要整形領域Ｆａが最も小さくなるように、各指の
爪先領域Ｎｐの長さ寸法Ｌを各指ごとの最大値となるように調整してもよい。この場合に
は、整形する領域が小さいため、全指の整形に要する作業時間を少なくすることができ、
ユーザが整形（ファイリング）に時間をかけたくない場合に好ましい。
　また、指の長さに応じて、長さの短い指ほど爪先領域Ｎｐの長さ寸法Ｌが大きくなるよ
うに調整してもよい。このように調整した場合には、爪部Ｔの長さを含めた指全体の長さ
のばらつきを少なくすることができ、ユーザが指の長さをそろえたいと考える場合に好ま
しい。
　また、各指の爪先領域Ｎｐの長さ寸法Ｌを測る際の基準は、本実施形態で示した遊離縁
Ｅに限定されない。例えば、爪部Ｔの幅方向の端部が指（皮膚）から離れる部分（これを
「ストレスポイント」という。図９及び図１９において、ストレスポイントＳｐとして示



(21) JP 5338848 B2 2013.11.13

10

20

30

40

50

す。）を基準として、爪部Ｔの左右のストレスポイントＳｐを水平に繋いだ線から爪部Ｔ
の先端部までの長さを各指間のバランスを取る際の基準となる長さ寸法Ｌとしてもよい。
【００９２】
　また、上記第３の実施形態では、要整形領域抽出部５１３が、モデル爪形状Ｍのうち最
も要整形領域Ｆａの面積Ｓの小さいものから順に要整形領域Ｆａを抽出する際のモデル爪
形状として指定し、ユーザに提案するものとしたが、要整形領域抽出部５１３がモデル爪
形状として指定する際の優先順位の付け方は、ここに例示したものに限定されない。
　例えば、ユーザがネイルデザインＤを指定している場合に、当該ネイルデザインＤに適
していると判断される順にモデル爪形状Ｍを指定し、ユーザに提案してもよい。
　また、過去にユーザが指定したモデル爪形状Ｍがある場合に、これを記憶手段に記憶さ
せておき、ユーザが指定した回数の多いモデル爪形状Ｍや、ユーザが指定した日付の最も
新しいモデル爪形状Ｍから順に指定して、ユーザに提案してもよい。
【００９３】
　その他、本発明が本実施形態に限定されず、適宜変更可能であることはいうまでもない
。
【００９４】
　以上本発明のいくつかの実施形態を説明したが、本発明の範囲は、上述の実施の形態に
限定するものではなく、特許請求の範囲に記載された発明の範囲とその均等の範囲を含む
。
　以下に、この出願の願書に最初に添付した特許請求の範囲に記載した発明を付記する。
付記に記載した請求項の項番は、この出願の願書に最初に添付した特許請求の範囲の通り
である。
〔付記〕
＜請求項１＞
　指の爪部に印刷を施す印刷手段を備えるネイルプリント装置であって、
　前記指を撮影して当該指に対応する爪部の爪領域画像を含む指爪画像を取得する指爪画
像取得手段と、
　前記爪領域画像から、前記指の爪床よりも外側に延出している爪部の爪先領域を抽出す
る爪先領域抽出手段と、
　モデル爪形状を前記指爪画像取得手段により取得された前記爪部の爪領域画像に合わせ
込み、前記爪先領域抽出手段により抽出された爪先領域内であって、前記モデル爪形状の
輪郭よりも外側に位置する領域を要整形領域として抽出する要整形領域抽出手段と、
　前記要整形領域抽出手段により抽出された前記要整形領域を明示する画像を表示画面上
に表示させる要整形領域表示手段と、
　を備えていることを特徴とするネイルプリント装置。
＜請求項２＞
　複数のモデル爪形状の中から一つのモデル爪形状を指定する爪形状指定手段を備え、
　前記要整形領域抽出手段は、前記爪形状指定手段により指定された前記モデル爪形状を
前記爪部の爪領域画像に合わせ込むことにより前記要整形領域を抽出するものであること
を特徴とする請求項１に記載のネイルプリント装置。
＜請求項３＞
　前記要整形領域表示手段は、前記要整形領域を明示する画像として、前記爪領域画像中
、前記要整形領域を他の領域と区別し得る色で着色した画像、又は前記要整形領域と他の
爪領域との境界線を示す画像を表示画面上に表示させるものであることを特徴とする請求
項１又は請求項２に記載のネイルプリント装置。
＜請求項４＞
　前記爪部上であって前記要整形領域として抽出された領域又は前記要整形領域と他の爪
領域との境界線に所定の色で印刷を施すように、前記印刷手段を制御する印刷制御手段を
備えていることを特徴とする請求項１から請求項３のいずれか一項に記載のネイルプリン
ト装置。
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＜請求項５＞
　前記指爪画像取得手段は、複数の指を撮影して当該指に対応する各爪部の爪領域画像を
含む指爪画像を取得するものであり、
　前記要整形領域抽出手段は、前記指爪画像取得手段によって指爪画像が取得された複数
の指の各爪部の爪領域画像について前記要整形領域を抽出するものであって、
　前記要整形領域抽出手段は、前記要整形領域を抽出する際に、前記爪先領域の前記爪床
側の端縁である遊離縁から前記爪部の先端部までの長さ寸法が複数の指の各爪部において
均一となるように各爪部の前記要整形領域を抽出することを特徴とする請求項１から請求
項４のいずれか一項に記載のネイルプリント装置。
＜請求項６＞
　前記爪形状指定手段は、複数のモデル爪形状のうち、前記要整形領域抽出手段によって
抽出される前記要整形領域が小さいモデル爪形状を指定するものであることを特徴とする
請求項２から請求項５のいずれか一項に記載のネイルプリント装置。
＜請求項７＞
　指の爪部に印刷を施す印刷手段を備えるネイルプリント装置の印刷制御方法であって、
　前記指を撮影して当該指に対応する爪部の爪領域画像を含む指爪画像を取得する指爪画
像取得ステップと、
　前記爪領域画像から、前記指の爪床よりも外側に延出している爪部の爪先領域を抽出す
る爪先領域抽出ステップと、
　モデル爪形状を前記指爪画像取得ステップにおいて取得された前記爪部の爪領域画像に
合わせ込み、前記爪先領域抽出ステップにおいて抽出された爪先領域内であって、前記モ
デル爪形状の輪郭よりも外側に位置する領域を要整形領域として抽出する要整形領域抽出
ステップと、
　前記要整形領域抽出ステップにおいて抽出された前記要整形領域を明示する画像を表示
画面上に表示させる要整形領域表示ステップと、
　を含んでいることを特徴とする印刷制御方法。
【符号の説明】
【００９５】
１　　　ネイルプリント装置
２　　　ケース本体
２０ａ　印刷指挿入部
２５　　操作部
２６　　表示部
３０　　撮影部
４０　　印刷部
５０　　制御装置
５１　　制御部
５２　　ＲＯＭ
５３　　ＲＡＭ
５１１　爪領域画像抽出部
５１２　爪先領域抽出部
５１３　要整形領域抽出部
Ｄ　　　ネイルデザイン
Ｅ　　　遊離縁
Ｆａ　　要整形領域
Ｍ　　　モデル爪形状（モデル爪画像）
Ｎｐ　　爪先領域
Ｓｐ　　ストレスポイント
Ｔ　　　爪部（爪）
Ｕ１　　印刷指
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Ｕ２　　非印刷指
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【図２１】 【図２２】
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