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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
自装置で印刷する画像データを示す表示データを表示装置に表示させる印刷装置であって
、
　上記表示装置が備える複数の入力部のうちの１つと接続する出力部と、
　上記表示データを上記出力部を介して送信する表示データ送信手段と、
　上記表示データ送信手段が送信した表示データに対応する画像データの印刷指示を受け
付ける指示受付手段と、
　上記指示受付手段が印刷指示を受け付けると、上記表示装置に対し、上記出力部が接続
している入力部に入力された表示データに代えて、該表示装置が備える他の入力部に入力
された表示データを表示させる制御信号を上記出力部を介して送信する制御信号送信手段
と、を備えていることを特徴とする印刷装置。
【請求項２】
　画像データを印刷するために必要な時間を算出する印刷時間算出手段を備え、
　上記制御信号送信手段は、上記画像データの印刷を開始してから、上記印刷時間算出手
段が算出した時間だけ経過後、上記表示装置に対し、上記出力部が接続している入力部に
入力された表示データを表示させる制御信号を送信するものであることを特徴とする請求
項１に記載の印刷装置。
【請求項３】
　上記制御信号送信手段は、上記表示装置に対し、上記出力部が接続している入力部に入
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力された表示データに代えて表示すべき表示データが入力される他の入力部を指定する制
御信号を送信するものであることを特徴とする請求項１または２に記載の印刷装置。
【請求項４】
　上記制御信号送信手段は、印刷中に自装置にエラーが発生したとき、上記表示装置に対
し、該表示装置が備える他の入力部に入力された表示データに代えて、上記出力部が接続
している入力部に入力された表示データを表示させる一時変更制御信号を送信することを
特徴とする請求項１～３のいずれか１項に記載の印刷装置。
【請求項５】
　上記出力部は、ＨＤＭＩ（High-Definition Multimedia Interface）規格に準拠してい
ることを特徴とする請求項１～４のいずれか１項に記載の印刷装置。
【請求項６】
　複数の入力部を備え、少なくともいずれか一つの入力部を介して入力された表示データ
を表示する表示装置であって、
　上記表示装置は、表示データに対応する画像データを印刷する印刷装置と接続しており
、
　現在表示している表示データが入力されている入力部を介して、当該表示データに代え
て、他の入力部を介して入力される表示データを表示することを指示する制御信号を、上
記画像データの印刷指示を受け付けた上記印刷装置から取得する取得手段と、
　上記取得手段が取得した上記制御信号に従って表示する表示データを切り替える切替手
段と、を備え、
　上記取得手段は、現在表示している表示データが入力されている入力部を介して、当該
表示データに代えて、他の入力部を介して入力される表示データを表示することを指示す
る優先切替制御信号を上記印刷装置から取得し、
　上記切替手段は、上記取得手段が上記優先切替制御信号を取得したとき、予め定められ
た優先順位に従って、表示する表示データを切り替えることを特徴とする表示装置。
【請求項７】
　複数の入力部を備え、少なくともいずれか一つの入力部を介して入力された表示データ
を表示する表示装置であって、
　上記表示装置は、表示データに対応する画像データを印刷する印刷装置と接続しており
、
　現在表示している表示データが入力されている入力部を介して、当該表示データに代え
て、他の入力部を介して入力される表示データを表示することを指示する制御信号を、上
記画像データの印刷指示を受け付けた上記印刷装置から取得する取得手段と、
　上記取得手段が取得した上記制御信号に従って表示する表示データを切り替える切替手
段と、を備え、
　上記取得手段は、現在表示している表示データが入力されている入力部を介して、当該
表示データに代えて、他の入力部を介して入力される表示データを表示することを指示す
る直前切替制御信号を上記印刷装置から取得し、
　上記切替手段は、上記取得手段が上記直前切替制御信号を取得したとき、表示する表示
データを、現在表示している表示データが入力されている入力部の直前に使われていた他
の入力部を介して入力された表示データに切り替えることを特徴とする表示装置。
【請求項８】
　請求項１～５のいずれか１項に記載の印刷装置と請求項６または７に記載の表示装置と
を含む印刷システム。
【請求項９】
　請求項１～５のいずれか１項に記載の印刷装置を動作させる印刷装置制御プログラムで
あって、コンピュータを上記の各手段として機能させるための印刷装置制御プログラム。
【請求項１０】
　請求項６または７に記載の表示装置を動作させる表示装置制御プログラムであって、コ
ンピュータを上記の各手段として機能させるための表示装置制御プログラム。
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【請求項１１】
　請求項９に記載の印刷装置制御プログラムおよび請求項１０に記載の表示装置制御プロ
グラムの少なくともいずれか一方を記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体。
【請求項１２】
　自装置で印刷する画像データを示す表示データを表示装置に表示させるとともに、該表
示装置が備える複数の入力部のうちの１つと接続する出力部を備えた印刷装置の制御方法
であって、
　上記表示データを上記出力部を介して送信する表示データ送信ステップと、
　上記表示データ送信ステップで送信した表示データに対応する画像データの印刷指示を
受け付ける指示受付ステップと、
　上記指示受付ステップで印刷指示を受け付けると、上記表示装置に対し、上記出力部が
接続している入力部に入力された表示データに代えて、該表示装置が備える他の入力部に
入力された表示データを表示させる制御信号を上記出力部を介して送信する制御信号送信
ステップと、を含むことを特徴とする印刷装置の制御方法。
【請求項１３】
　複数の入力部を備え、少なくともいずれか一つの入力部を介して入力された表示データ
を表示する表示装置の制御方法であって、
　上記表示装置は、表示データに対応する画像データを印刷する印刷装置と接続しており
、
　現在表示している表示データが入力されている入力部を介して、当該表示データに代え
て、他の入力部を介して入力される表示データを表示することを指示する制御信号を、上
記画像データの印刷指示を受け付けた上記印刷装置から取得する取得ステップと、
　上記取得ステップで取得した上記制御信号に従って表示する表示データを切り替える切
替ステップと、を含み、
　上記取得ステップにて、現在表示している表示データが入力されている入力部を介して
、当該表示データに代えて、他の入力部を介して入力される表示データを表示することを
指示する優先切替制御信号を上記印刷装置から取得し、
　上記切替ステップにて、上記取得ステップにて上記優先切替制御信号を取得したとき、
予め定められた優先順位に従って、表示する表示データを切り替えることを特徴とする表
示装置の制御方法。
【請求項１４】
　複数の入力部を備え、少なくともいずれか一つの入力部を介して入力された表示データ
を表示する表示装置の制御方法であって、
　上記表示装置は、表示データに対応する画像データを印刷する印刷装置と接続しており
、
　現在表示している表示データが入力されている入力部を介して、当該表示データに代え
て、他の入力部を介して入力される表示データを表示することを指示する制御信号を、上
記画像データの印刷指示を受け付けた上記印刷装置から取得する取得ステップと、
　上記取得ステップで取得した上記制御信号に従って表示する表示データを切り替える切
替ステップと、を含み、
　上記取得ステップにて、現在表示している表示データが入力されている入力部を介して
、当該表示データに代えて、他の入力部を介して入力される表示データを表示することを
指示する直前切替制御信号を上記印刷装置から取得し、
　上記切替ステップにて、上記取得ステップにて上記直前切替制御信号を取得したとき、
表示する表示データを、現在表示している表示データが入力されている入力部の直前に使
われていた他の入力部を介して入力された表示データに切り替えることを特徴とする表示
装置の制御方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　本発明は、表示装置と印刷装置とが接続され、印刷装置で印刷する画像を表示装置に表
示する印刷装置、表示装置、印刷装置の制御方法、表示装置の制御方法、印刷装置制御プ
ログラム、表示装置制御プログラム、およびこれらのプログラムを記録したコンピュータ
読み取り可能な記録媒体に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、デジタルカメラ、印刷装置、および表示装置を接続し、デジタルカメラで撮
影した画像を表示装置に表示し、表示された画像を印刷装置で印刷するということが行わ
れている。これにより、ユーザは、撮影した画像を表示装置で確認して印刷するというこ
とが可能となる。また、複数の画像を表示装置で表示し、表示された画像のうち、所望の
画像のみを選択して印刷するということも行われている。
【０００３】
　また、複数の入力部を備え、それぞれの入力部から入力された画像等の表示データを表
示可能な場合に、入力部に接続された先の装置の電源がオンになると、該装置と接続して
いる入力部をアクティブにする表示装置も存在している。ここで、入力部をアクティブに
するとは、入力された表示データが表示装置で表示される入力部である。
【０００４】
　また、表示装置がテレビ放送を受信可能であり、表示装置で表示されているテレビ画面
を、印刷装置で印刷するということも行われている。
【０００５】
　そして、特許文献１には、モニタ装置に表示されているテレビ放送をプリンタで印刷す
る場合に、印刷するテレビ放送の画面を静止画像として一定時間、表示した後、再びテレ
ビ放送を表示する技術が開示されている。
【０００６】
　また、特許文献２には、以下のような技術が開示されている。すなわち、テレビ受像機
と印刷装置とが接続されている場合において、テレビ受像機でテレビ放送を表示し、印刷
装置で印刷を行っている最中に、印刷装置においてエラー等のユーザに対し報知すべき事
象が発生すると、エラー等の発生をテレビ受像機で表示する。そして、エラー等が解除さ
れると、エラー等の発生を表示した時点からのテレビ放送をテレビ受像機において表示す
る技術である。
【０００７】
　また、特許文献３には、テレビ受信機において主画面と従画面とを表示でき、テレビ受
信機で表示されている画像を印刷する場合に、ユーザの指示により、印刷装置で印刷して
いる画像を従画面に、印刷している画像とは別の画像を主画面に表示する技術が開示され
ている。
【特許文献１】特開２００３－２１９３５３号公報（２００３年７月３１日公開）
【特許文献２】特開２００８－１０９３１６号公報（２００８年５月８日公開）
【特許文献３】特開平９－６５２３４号公報（１９９７年３月７日公開）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　上記従来の技術では、印刷装置と複数の入力部を備えた表示装置とが接続している場合
に、印刷装置の電源がオンとなると、該印刷装置と接続している入力部をアクティブとす
ることができる。
【０００９】
　しかしながら、印刷装置が印刷を開始しても、表示装置のアクティブとなっている入力
部は、該印刷装置が接続された入力部のままである。
【００１０】
　また、上記特許文献１、３に開示されている発明は、元々表示装置に表示されている画
像を印刷する場合について記載されているものであり、印刷装置から印刷対象となる画像
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を表示装置に送信し、該画像を表示装置に表示させて、印刷を開始した場合については、
記載されていない。
【００１１】
　また、特許文献２に開示されている発明も、印刷装置で印刷中に発生した事象について
表示装置に表示する点について記載されているものであり、印刷装置から印刷対象となる
画像を表示装置に送信し、該画像を表示装置に表示させて、印刷を開始した場合について
は、記載されていない。
【００１２】
　したがって、上記特許文献１～３には、印刷装置から印刷対象となる画像を表示装置に
送信し、表示させている場合、すなわち、表示装置の、印刷装置と接続されている入力部
がアクティブとなっている場合に、印刷装置が、印刷を開始したときについては記載され
ていない。
【００１３】
　以上のように、従来の記述では、印刷装置が印刷を開始しても、表示装置のアクティブ
となっている入力部は、該印刷装置が接続された入力部のまま変わらない。よって、印刷
待ちの時間における表示は、印刷対象となる画像が表示されたままであり、その間、ユー
ザは退屈した状態となる可能性が高い。
【００１４】
　本発明は、上記の問題点に鑑みてなされたものであり、その目的は、複数の入力部の一
つに印刷装置が接続され、印刷データを表示する表示装置において、印刷待ちの時間の表
示を柔軟に変更することができる印刷装置等を実現することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１５】
　上記課題を解決するために、本発明に係る印刷装置は、自装置で印刷する画像データを
示す表示データを表示装置に表示させる印刷装置であって、上記表示装置が備える複数の
入力部のうちの１つと接続する出力部と、上記表示データを上記出力部を介して送信する
表示データ送信手段と、上記表示データ送信手段が送信した表示データに対応する画像デ
ータの印刷指示を受け付ける指示受付手段と、上記指示受付手段が印刷指示を受け付ける
と、上記表示装置に対し、上記出力部が接続している入力部に入力された表示データに代
えて、該表示装置が備える他の入力部に入力された表示データを表示させる制御信号を上
記出力部を介して送信する制御信号送信手段と、を備えていることを特徴としている。
【００１６】
　また、本発明に係る印刷装置の制御方法は、自装置で印刷する画像データを示す表示デ
ータを表示装置に表示させるとともに、該表示装置が備える複数の入力部のうちの１つと
接続する出力部を備えた印刷装置の制御方法であって、上記表示データを上記出力部を介
して送信する表示データ送信ステップと、上記表示データ送信ステップで送信した表示デ
ータに対応する画像データの印刷指示を受け付ける指示受付ステップと、上記指示受付ス
テップで印刷指示を受け付けると、上記表示装置に対し、上記出力部が接続している入力
部に入力された表示データに代えて、該表示装置が備える他の入力部に入力された表示デ
ータを表示させる制御信号を上記出力部を介して送信する制御信号送信ステップと、を含
むことを特徴としている。
【００１７】
　上記の構成および方法によれば、印刷装置は、自装置で印刷する画像データを示す表示
データを表示装置に表示させる。また、印刷装置の出力部は、上記表示装置が備える複数
の入力部のうちの１つと接続されている。そして、上記表示データが上記出力部を介して
送信され、表示データに対応する画像データの印刷指示を受け付けると、上記表示装置に
対し、上記出力部が接続している入力部に入力された表示データに代えて、該表示装置が
備える他の入力部に入力された表示データを表示させる制御信号が上記出力部を介して送
信される。
【００１８】
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　これにより、印刷装置が印刷指示を受けると、表示装置は、印刷装置の出力部から出力
された表示データが入力されている入力部とは異なる入力部に入力された表示データを表
示する。
【００１９】
　したがって、印刷装置が印刷指示を受けた後に、表示装置に、印刷装置で印刷する画像
データを示す表示データが表示されたままということを防止できる。また、表示装置は、
印刷装置の出力部と接続している入力部から入力された表示データではなく、他の入力部
から入力された表示データを表示するので、印刷中の待ち時間の表示を柔軟に変更するこ
とができる。
【００２０】
　例えば、表示装置がテレビ装置であり、制御信号により表示を行う表示データが入力す
る入力部がテレビ放送を受信している入力部である場合を考える。テレビ装置に、印刷装
置で印刷する画像データ示す表示データが表示されている状態において、印刷装置で印刷
を開始すると、テレビ装置では、印刷する画像データ示す表示データではなくテレビ放送
が表示される。よって、印刷開始後に、テレビ装置に印刷する画像データ示す表示データ
が表示されたままという状態ではなく、テレビ放送が表示されるので、印刷中の待ち時間
の表示を柔軟に変更することができる。また、印刷中に、ユーザが退屈するということを
抑制することができる。
【００２１】
　本発明に係る印刷装置では、画像データを印刷するために必要な時間を算出する印刷時
間算出手段を備え、上記制御信号送信手段は、上記画像データの印刷を開始してから、上
記印刷時間算出手段が算出した時間だけ経過後、上記表示装置に対し、上記出力部が接続
している入力部に入力された表示データを表示させる制御信号を送信するものであっても
よい。
【００２２】
　上記の構成によれば、印刷時間算出手段が、画像データを印刷するために必要な時間を
算出する。そして、画像データの印刷を開始してから、上記印刷時間算出手段が算出した
時間だけ経過後、表示装置は、印刷装置の出力部が接続している入力部に入力された表示
データを表示する。
【００２３】
　これにより、印刷装置が印刷中の間のみ、表示装置は、印刷装置の出力部と接続してい
る入力部から入力された表示データではなく、他の入力部から入力された表示データを表
示する。
【００２４】
　よって、印刷終了後も、表示装置が印刷装置から出力された表示データとは異なる表示
データを表示し続けることはなくなる。したがって、ユーザは、印刷終了後、再び印刷装
置から出力された表示データを表示装置で確認することができ、印刷の終了を容易に認識
することができる。
【００２５】
　また、印刷終了後、表示装置には、印刷装置から出力された表示データが表示されてい
るので、表示装置に印刷装置以外から出力された表示データが表示されている場合と比較
して、ユーザは、印刷装置に対する次の処理を容易に指示することができる。
【００２６】
　本発明に係る印刷装置では、上記制御信号送信手段は、上記表示装置に対し、上記出力
部が接続している入力部に入力された表示データに代えて表示すべき表示データが入力さ
れる他の入力部を指定する制御信号を送信するものであってもよい。
【００２７】
　上記の構成によれば、印刷装置が表示装置に送信する制御信号は、印刷装置の出力部が
接続している入力部に入力された表示データに代えて表示すべき表示データが入力される
他の入力部を指定する。
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【００２８】
　これにより、印刷装置は、印刷指示を受けた後、表示装置に表示する表示データが入力
される入力部を指定できる。
【００２９】
　例えば、表示装置に表示する表示データが入力される入力部として、ユーザの所望の表
示データが入力されている入力部を指定しておけば、印刷開始後、表示装置に、ユーザの
所望の表示データを表示させることができる。
【００３０】
　本発明に係る印刷装置では、上記制御信号送信手段は、印刷中に自装置にエラーが発生
したとき、上記表示装置に対し、上記出力部が接続している入力部に入力された表示デー
タに代えて、該表示装置が備える他の入力部に入力された表示データを表示させる一時変
更制御信号を送信するものであってもよい。
【００３１】
　上記の構成によれば、印刷中に自装置でエラーが発生した場合、制御信号送信手段は、
一時的に上記表示装置に表示させる表示データを入力している入力部を、印刷装置の出力
部と接続している入力部に変更する一次変更制御信号を送信する。
【００３２】
　これにより、印刷装置でエラーが発生すると、印刷装置から出力された表示データが表
示装置に表示される。よって、印刷装置が、エラーが発生したことを示す表示データを表
示装置に対し送信することにより、ユーザは、印刷装置でエラーが発生したことを認識す
ることができる。
【００３３】
　また、表示装置に表示される表示データが入力される入力部の変更は一時的であり、印
刷装置から出力された表示データが表示装置に表示され続けることはない。すなわち、表
示装置は、エラー発生前に表示していた表示データを、再び表示する。よって、ユーザは
、エラー発生認識後、エラー発生前に表示していた表示データを、再び確認することがで
きる。
【００３４】
　上述の効果は、出力部が、ＨＤＭＩ（high-definition multimedia interface）規格に
準拠している場合にも奏することができる。
【００３５】
　上記課題を解決するために、本発明に係る表示装置は、複数の入力部を備え、少なくと
もいずれか一つの入力部を介して入力された表示データを表示する表示装置であって、現
在表示している表示データが入力されている入力部を介して、当該表示データに代えて、
他の入力部を介して入力される表示データを表示することを指示する制御信号を取得する
取得手段と、上記取得手段が取得した上記制御信号に従って表示する表示データを切り替
える切替手段と、を備えていることを特徴としている。
【００３６】
　また、本発明に係る表示装置の制御方法は、複数の入力部を備え、少なくともいずれか
一つの入力部を介して入力された表示データを表示する表示装置の制御方法であって、現
在表示している表示データが入力されている入力部を介して、当該表示データに代えて、
他の入力部を介して入力される表示データを表示することを指示する制御信号を取得する
取得ステップと、上記取得ステップで取得した上記制御信号に従って表示する表示データ
を切り替える切替ステップと、を含むことを特徴としている。
【００３７】
　上記の構成および方法によれば、表示装置には複数の入力部が備えられている。そして
表示装置は、該複数の入力部のうち、少なくともいずれか１つの入力部を介して入力され
た表示データを表示する。
【００３８】
　そして、現在表示している表示データが入力されている入力部を介して、当該表示デー
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タに代えて、他の入力部を介して入力される表示データを表示することを指示する制御信
号を取得すると、現在表示している表示データが入力されている入力部とは別の入力部を
介して入力された表示データを表示するように切り替えられる。
【００３９】
　これにより、現在表示している表示データが入力されている入力部を介して、制御信号
を取得することにより、自装置で表示する表示データが入力されている入力部を切り替え
ることができる。
【００４０】
　例えば、制御信号を送信可能な印刷装置と接続している場合において、該印刷装置と接
続している入力部を介して入力された表示データを表示しているときに、該印刷装置から
制御信号を取得すると、表示装置は、該印刷装置と接続している入力部とは別の入力部を
介して入力された表示データを表示するように切り替える。
【００４１】
　これにより、印刷装置が印刷を開始する前に制御信号を送信すれば、表示装置は、印刷
装置で印刷中に、印刷装置から出力された表示データを表示せずに、他の入力部を介して
入力された表示データを表示する。よって、印刷中に、表示装置で印刷装置から出力され
た表示データを表示し続けることにより、ユーザを退屈させるということを抑制すること
ができる。
【００４２】
　本発明に係る表示装置では、上記取得手段は、現在表示している表示データが入力され
ている入力部を介して、当該表示データに代えて、他の入力部を介して入力される表示デ
ータを表示することを指示する優先切替制御信号を取得し、上記切替手段は、上記取得手
段が上記優先切替制御信号を取得したとき、予め定められた優先順位に従って、表示する
表示データを切り替えるものであってもよい。
【００４３】
　上記の構成によれば、取得手段が、現在表示している表示データが入力されている入力
部を介して、当該表示データに代えて、他の入力部を介して入力される表示データを表示
することを指示する優先切替制御信号を取得すると、切替手段は、予め定められた優先順
位にしたがって、表示する表示データを切り替える。
【００４４】
　これにより、所望の優先順位を予め定めておけば、優先切替制御信号を取得したときに
、所望の優先順位で、表示データを表示することができる。
【００４５】
　本発明に係る表示装置では、上記取得手段は、現在表示している表示データが入力され
ている入力部を介して、当該表示データに代えて、他の入力部を介して入力される表示デ
ータを表示することを指示する直前切替制御信号を取得し、上記切替手段は、上記取得手
段が上記直前切替制御信号を取得したとき、表示する表示データを、現在表示している表
示データが入力されている入力部の直前に使われていた他の入力部を介して入力された表
示データに切り替えるものであってもよい。
【００４６】
　上記の構成によれば、取得手段が、現在表示している表示データが入力されている入力
部を介して、当該表示データに代えて、他の入力部を介して入力される表示データを表示
することを指示する直前切替制御信号を取得すると、切替手段は、表示する表示データを
、現在表示している表示データが入力されている入力部の直前に使われていた他の入力部
を介して入力された表示データに切り替える。
【００４７】
　これにより、表示する表示データを、現在、直前切替制御信号の送信元装置と接続され
ている入力部を介して入力されている表示データが表示される直前に使われていた他の入
力部を介して入力される表示データに切り替える。
【００４８】



(9) JP 5319268 B2 2013.10.16

10

20

30

40

50

　そして、現在、直前切替制御信号の送信元装置と接続されている入力部を介して入力さ
れている表示データが表示される直前に使われていた他の入力部を介して入力される表示
データは、ユーザが、現在表示されている表示データの直前に見ていたと考えられるもの
である。
【００４９】
　よって、表示装置で表示する表示データを、ユーザが見たいと考えている可能性が高い
表示データに切り替えることができる。
【００５０】
　上記データ送信装置と上記データ受信装置とを含むデータ送信システムであっても、上
述した効果を奏することができる。
【００５１】
　なお、上記印刷装置および表示装置は、コンピュータによって実現してもよく、この場
合には、コンピュータを上記各手段として動作させることにより上記印刷装置および表示
装置をそれぞれコンピュータにて実現させる印刷装置の制御プログラムおよび表示装置の
制御プログラムも本発明の範疇に入る。また、上記印刷装置の制御プログラムおよび表示
装置の制御プログラムの少なくとも一方を記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体
も、本発明の範疇に入る。
【発明の効果】
【００５２】
　以上のように、本発明に係る印刷装置は、表示装置が備える複数の入力部のうちの１つ
と接続する出力部と、表示データを上記出力部を介して送信する表示データ送信手段と、
上記表示データ送信手段が送信した表示データに対応する画像データの印刷指示を受け付
ける指示受付手段と、上記指示受付手段が印刷指示を受け付けると、上記表示装置に対し
、上記出力部が接続している入力部に入力された表示データに代えて、該表示装置が備え
る他の入力部に入力された表示データを表示させる制御信号を上記出力部を介して送信す
る制御信号送信手段と、を備えている構成である。
【００５３】
　また、本発明に係る印刷装置の制御方法は、表示データを出力部を介して送信する表示
データ送信ステップと、上記表示データ送信ステップで送信した表示データに対応する画
像データの印刷指示を受け付ける指示受付ステップと、上記指示受付ステップで印刷指示
を受け付けると、上記表示装置に対し、上記出力部が接続している入力部に入力された表
示データに代えて、該表示装置が備える他の入力部に入力された表示データを表示させる
制御信号を上記出力部を介して送信する制御信号送信ステップと、を含む方法である。
【００５４】
　これにより、印刷装置が印刷指示を受けると、表示装置は、印刷装置の出力部から出力
された表示データが入力されている入力部とは異なる入力部に入力された表示データを表
示する。
【００５５】
　したがって、印刷装置が印刷指示を受けた後に、表示装置に、印刷装置で印刷する画像
データを示す表示データが表示されたままということを防止できる。また、表示装置は、
印刷装置の出力部と接続している入力部から入力された表示データではなく、他の入力部
から入力された表示データを表示するので、印刷中の待ち時間の表示を柔軟に変更するこ
とができる。
【００５６】
　また、本発明に係る表示装置は、現在表示している表示データが入力されている入力部
を介して、当該表示データに代えて、他の入力部を介して入力される表示データを表示す
ることを指示する制御信号を取得する取得手段と、上記制御信号に従って表示する表示デ
ータを切り替える切替手段と、を備えている構成である。
【００５７】
　また、本発明に係る表示装置の制御方法は、現在表示している表示データが入力されて
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いる入力部を介して、当該表示データに代えて、他の入力部を介して入力される表示デー
タを表示することを指示する制御信号を取得する取得ステップと、上記取得ステップで取
得した上記制御信号に従って表示する表示データを切り替える切替ステップと、を含む方
法である。
【００５８】
　これにより、現在表示している表示データが入力されている入力部を介して、制御信号
を取得することにより、自装置で表示する表示データが入力されている入力部を切り替え
ることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００５９】
　本発明の一実施の形態について図１から図９に基づいて説明すれば、以下のとおりであ
る。
【００６０】
　図２は、本実施の形態の係る印刷システム３の全体構成を示す概略図である。図２に示
すように本実施の形態では、プリンタ装置（印刷装置）１とテレビ装置（表示装置）２と
がＨＤＭＩ（High-Definition Multimedia interface）ケーブル４で接続されている。そ
して、プリンタ装置１の状態や、ユーザがプリンタ装置１で印刷したいと考えている画像
等をテレビ装置２で表示させることができる。
【００６１】
　そして、ユーザは、テレビ装置２の表示部（画面）２１で表示されている画像を確認し
て、印刷する画像を選択できるものである。
【００６２】
　また、本実施の形態では、プリンタ装置１で印刷を行うと、印刷中はテレビ装置２の表
示部２１には、プリンタ装置１から出力された印刷対象となる画像ではなく、テレビ装置
２で受信したテレビ放送を表示するものである。
【００６３】
　従来であれば、テレビ装置２は、プリンタ装置１の印刷中は、印刷対象となる画像を表
示していた。しかしながら、本実施の形態では、テレビ装置２は、プリンタ装置１の印刷
中に、テレビ放送を表示する。これにより、印刷中にユーザが退屈することを抑制するこ
とができる。
【００６４】
　なお、本実施の形態では、テレビ装置２にはプリンタ装置１のみが接続されているが、
これに限られるものではない。テレビ装置２に、ＤＶＤ（Digital Versatile Disc）プレ
ーヤ、ＨＤ（Hard Disk）ビデオレコーダ等の映像を記録・再生することが可能な装置が
接続されていてもよい。また、テレビ装置２に、ケーブルテレビを受信するためのケーブ
ルや衛星放送等の受信するためのアンテナが接続されていてもよい。
【００６５】
　次に、図１を用いて、プリンタ装置１の構成について説明する。図１は、本実施の形態
に係るプリンタ装置１のブロック図である。
【００６６】
　図１に示すように、プリンタ装置１は、操作部１１、制御部１２、記憶部１３、外部入
力部１４、印刷部１５、および接続部（出力部）１６を含む構成である。
【００６７】
　操作部１１は、プリンタ装置１に対するユーザの操作を受け付けるものである。そして
、受け付けた操作の内容を示す操作情報を制御部１２の操作情報取得部１２１へ送信する
。この操作部１１の例としては、方向キー、決定キー、テンキー等のボタンによる構成や
、タッチパネルに上記キーを表示する構成を挙げることができる。
【００６８】
　制御部１２は、プリンタ装置１の各種機能を実行するものである。制御部１２の詳細に
ついては後述する。
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【００６９】
　記憶部１３は、プリンタ装置１で用いる情報を記憶するものである。より詳細には、記
憶部１３は、コマンド記憶部１３１、画像データ記憶部１３２、および算出情報記憶部１
３３を含むものである。
【００７０】
　そして、コマンド記憶部１３１は、テレビ装置２に対して送信するコマンド（制御信号
）を記憶している。このコマンドの例について図３を用いて説明する。図３は、コマンド
記憶部１３１に記憶されているコマンドの例を示す説明図である。なお、ここでは、コマ
ンド記憶部１３１に記憶されているコマンドを一例を示すものであり、これに限られるも
のではない。ＨＤＭＩケーブル４のＣＥＣ（Consumer Electronics Control）線を使用し
て、ＣＥＣ制御機能として用いられている公知のコマンドが含まれるものであってもよい
。このコマンド記憶部１３１の具体例としては、読み出し専用のメモリであるＲＯＭ（Re
ad Only Memory）が挙げられる。
【００７１】
　図３に示すように、コマンド記憶部１３１に記憶されているコマンドの例としては、「
電源オン」コマンド、「入力切替」コマンド、および「入力一時切替」コマンドが挙げら
れる。
【００７２】
　「電源オン」コマンドは、送信先の装置の電源をオンにするものである。本実施の形態
では、プリンタ装置１からテレビ装置２へ「電源オン」コマンドが送信されると、テレビ
装置２は電源をオンとする。
【００７３】
　「入力切替」コマンドは、送信先の装置のアクティブな入力部を送信元装置が接続され
ている入力部に切り替えるものである。ここで、アクティブな入力部とは、その装置にお
いて実行されている機能に用いられる情報を取得する入力部をいう。例えば、テレビ装置
２が複数の入力部を備え、それぞれ、ＤＶＤプレーヤ、ＨＤビデオレコーダ、ケーブルテ
レビ受信ケーブル、および衛星放送受信アンテナが接続されており、ＤＶＤプレーヤが接
続されている入力部がアクティブだった場合、表示部２１には、ＤＶＤプレーヤから出力
された映像が表示される。
【００７４】
　本実施の形態では、プリンタ装置１からテレビ装置２へ「入力切替」コマンドが送信さ
れると、テレビ装置２は、アクティブな入力部をプリンタ装置１が接続されている入力部
とする。
【００７５】
　「入力一時切替」コマンドは、コマンドで指定された時間だけ、送信先装置のアクティ
ブな入力部をコマンドが送信される前の入力部から別の入力部に切り替えるものである。
【００７６】
　本実施の形態では、次のようになる。すなわち、テレビ装置２のアクティブな入力部が
、プリンタ装置１が接続されている入力部だったときに、プリンタ装置１からテレビ装置
２へ「入力一時切替」コマンドが送信されると、テレビ装置２は、アクティブな入力部を
プリンタ装置１が接続している入力部とは別の入力部とする。そして、該コマンドが示す
時間が経過すると、アクティブな入力部を、プリンタ装置１が接続されている入力部に戻
す。
【００７７】
　画像データ記憶部１３２は、外部入力部１４から入力された画像データを記憶している
。この画像データ記憶部１３２の具体例としては、フラッシュメモリ等の読み書き可能な
不揮発性メモリが挙げられる。
【００７８】
　算出情報記憶部１３３は、印刷時間算出部１２４で印刷時間を算出するための情報を記
憶している。具体的には、印刷する用紙のサイズ、印刷モードと１枚あたりの印刷時間と
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の関係を記憶している。この算出情報記憶部１３３の具体例としては、コマンド記憶部１
３１と同様に、読み出し専用のメモリであるＲＯＭ（Read Only Memory）が挙げられる。
【００７９】
　また、記憶部１３は、プリンタ装置１の各種機能を実行するためのプログラム等を記憶
している。
【００８０】
　外部入力部１４は、外部の記憶媒体を接続するものである。そして、接続した外部の記
憶媒体に記憶されている画像データを画像取得部１２７へ送信する。外部の記憶媒体の例
としては、ＳＤ（Secure Digital）カード、メモリースティック、ｘＤ－Ｐｉｃｔｕｒｅ
カード、コンパクトフラッシュ（登録商標）カード、およびＵＳＢ（Universal Serial B
us）メモリ等が挙げられる。
【００８１】
　印刷部１５は、印刷を実行するものである。プリンタ装置１における印刷の実行は公知
の技術を用いて行うものであり、その詳細な説明は省略する。
【００８２】
　接続部１６は、テレビ装置２と接続し、テレビ装置２へ情報を送信するとともに、テレ
ビ装置２から情報を取得するものである。この接続部１６の例としては、ＨＤＭＩ規格に
準拠したコネクタ等が挙げられる。
【００８３】
　次に、制御部１２について説明する。制御部１２は、操作情報取得部（指示受付手段）
１２１、コマンド送信部（制御信号送信手段）１２２、表示データ送信部（表示データ送
信手段）１２３、印刷時間算出部（印刷時間算出手段）１２４、コマンド取得部１２５、
取得コマンド処理部１２６、画像取得部１２７、および印刷画像選択部１２８を含む構成
である。
【００８４】
　操作情報取得部１２１は、操作部１１から取得した操作情報が示す内容に応じて、各ブ
ロックへ操作情報を送信する。例えば、操作情報が「電源オン」を示すものであれば、プ
リンタ装置１の電源をオンにするとともに、コマンド送信部１２２に対し「電源オン」を
示す操作情報を送信する。
【００８５】
　また、操作情報が「印刷実行」を示すものであれば、コマンド送信部１２２、表示デー
タ送信部１２３、印刷時間算出部１２４へ「印刷実行」を示す操作情報を送信する。さら
に、操作情報取得部１２１は、印刷部１５に対して印刷を実行させる。
【００８６】
　また、操作情報取得部１２１は、操作部１１で受け付けた、印刷対象となる画像、印刷
モード、サイズ、枚数を示す印刷対象画像指示情報を印刷画像選択部１２８へ送信する。
【００８７】
　コマンド送信部１２２は、操作情報取得部１２１から取得した操作情報に基づいて、各
種コマンドを、接続部１６を介してテレビ装置２へ送信する。例えば、取得した操作情報
が「電源オン」を示すものであった場合、コマンド送信部１２２は、「電源オン」コマン
ドと「入力切替」コマンドと、テレビ装置２へ送信する。
【００８８】
　また、取得した操作情報が「印刷実行」を示すものであった場合、コマンド送信部１２
２は、印刷時間算出部１２４から取得した印刷時間を含む、「入力一時切替」コマンドを
テレビ装置２へ送信する。
【００８９】
　表示データ送信部１２３は、画像データ記憶部１３２に記憶されている画像データから
、印刷対象の候補となる画像を表示するための表示データを作成し、該表示データを接続
部１６を介してテレビ装置２へ送信する。なお、表示データ送信部１２３が送信する表示
データは、１つの画像を示すものであってもよいし、複数の画像が並べて表示されている
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画像（インデックス画像）を示すものであってもよい。
【００９０】
　印刷時間算出部１２４は、印刷画像選択部１２８から取得した印刷対象指示情報が示す
、印刷対象となる画像のサイズ、枚数、印刷モードと、算出情報記憶部１３３に記憶され
ている算出情報とを用いて、印刷時間を算出する。そして、算出した印刷時間をコマンド
送信部１２２へ送信する。
【００９１】
　なお、印刷時間の算出方法としては、印刷モードおよびサイズを考慮した１枚あたりの
印刷時間と印刷枚数とを掛け合わせて算出することが考えられる。
【００９２】
　コマンド取得部１２５は、接続部１６を介してテレビ装置２からコマンドを取得し、取
得コマンド処理部１２６へ送信する。
【００９３】
　取得コマンド処理部１２６は、コマンド取得部１２５から取得したコマンドの内容に応
じた処理を実行する。例えば、コマンドの内容が装置の電源をオフにするものであれば、
プリンタ装置１の電源をオフにする。
【００９４】
　画像取得部１２７は、外部入力部１４を介して外部の記憶媒体から画像データを取得し
、取得した画像の画像データを画像データ記憶部１３２へ記憶させる。
【００９５】
　印刷画像選択部１２８は、操作情報取得部１２１から取得した、印刷対象となる画像を
示す印刷対象画像指示情報に基づいて、印刷対象となる画像を画像データ記憶部１３２か
ら取得し、印刷部１５へ送信する。また、印刷画像選択部１２８は、印刷対象画像指示情
報を印刷時間算出部１２４へ送信する。
【００９６】
　なお、プリンタ装置１は、印刷中にエラーが発生した場合に、テレビ装置２に対しエラ
ーの発生を表示させ、エラーが解除された後、あるいは所定の時間経過後にテレビ装置２
の表示を、テレビ放送の表示に戻すものであってよい。
【００９７】
　すなわち、プリンタ装置１の印刷中にエラーが発生すると、コマンド送信部１２２は、
テレビ装置２の接続部（入力部）２２をアクティブにするコマンドを送信する。また表示
データ送信部１２３は、エラーの発生を表示する画面を示す表示データを作成し、テレビ
装置２へ送信する。
【００９８】
　そして、エラーが解除されたとき、あるいは所定時間が経過すると、コマンド送信部１
２２は、テレビ装置２のアンテナ入力部（入力部）２５をアクティブとするコマンドを送
信する。
【００９９】
　これにより、ユーザは、印刷中にエラーが発生したことを認識できるとともに、エラー
が解除された後、あるいは所定時間経過後は、再びテレビ放送を見ることができる。
【０１００】
　次に、図４を用いて、本実施の形態に係るテレビ装置２の構成について説明する。図４
は、本実施の形態に係るテレビ装置２の要部構成を示すブロック図である。
【０１０１】
　テレビ装置２は、受信したテレビ放送を表示できるとともに、接続されているプリンタ
装置１から出力された表示データを表示し、プリンタ装置１からコマンドを取得すると、
該コマンドに対応した処理を行うものである。なお、テレビ放送を受信し表示する機能は
公知の技術を用いて行うものであるので、その説明を省略する。
【０１０２】
　図４に示すように、テレビ装置２は、表示部２１、接続部２２、制御部２３、操作部２
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４、アンテナ入力部２５、およびコマンド記憶部２６を含む構成である。
【０１０３】
　表示部２１は、テレビ装置２で受信したテレビ放送、接続部２２を介して接続している
プリンタ装置１から出力された表示データ、テレビ装置２の状態を示す情報等の表示を行
うものである。この表示部２１としては、情報の表示が可能な表示装置であればどのよう
な装置によって実現されてもよいが、具体的な例としては、液晶ディスプレイ、有機ＥＬ
（Electro Luminescence）ディスプレイ、プラズマディスプレイがあげられる。
【０１０４】
　接続部２２は、プリンタ装置１と接続し、プリンタ装置１へ情報を送信するとともに、
プリンタ装置１から情報を取得するものである。この接続部２２の例としては、ＨＤＭＩ
規格に準拠したコネクタ等が挙げられる。
【０１０５】
　制御部２３は、テレビ装置２の各種機能を実行するものである。制御部２３の詳細につ
いては後述する。
【０１０６】
　操作部２４は、テレビ装置２に対するユーザの操作を受け付けるものである。テレビ装
置２の具体例としては、チャンネルボタンや入力切替ボタンを挙げることができる。なお
、操作部２４は、テレビ装置２に対する各種操作を行うためのチャンネルボタンや入力切
替ボタン等を備えたリモートコントローラ（リモコン）であってもよい。
【０１０７】
　アンテナ入力部２５は、テレビ放送の電波を受信するアンテナ５が受信した電波を取得
し、放送データ取得部２３７へ送信するものである。
【０１０８】
　コマンド記憶部２６は、接続部２２を介して接続されているプリンタ装置１へ送信する
各種コマンドを記憶している。このコマンドの例としては、送信先の装置の電源をオフと
する「電源オフ」コマンドが挙げられる。なお、コマンド記憶部２６に記憶されているコ
マンドがこれに限られるものではなく、ＨＤＭＩケーブル４のＣＥＣ線を使用して、ＣＥ
Ｃ制御機能として用いられている公知のコマンドが含まれるものであってもよい。
【０１０９】
　次に、制御部２３について説明する。制御部２３は、表示制御部（切替手段）２３１、
コマンド取得部（取得手段）２３２、取得コマンド処理部２３３、表示データ取得部２３
４、コマンド送信部２３５、操作情報取得部２３６、および放送データ取得部２３７を含
む構成である。
【０１１０】
　表示制御部２３１は、表示部２１で表示する表示データを制御するものである。具体的
には、取得コマンド処理部２３３から取得した、コマンドの内容を示す情報である処理情
報によって、表示部２１で表示する表示データを決定し、表示部２１に表示させる。
【０１１１】
　例えば、コマンド取得部２３２が取得したコマンドが「入力切替」コマンドであり、表
示部２１に放送データ取得部２３７から取得したテレビ放送を示す表示データが表示され
ている場合を考える。コマンド取得部２３２から「入力切替」コマンドを取得した取得コ
マンド処理部２３３は、入力を切り替えるという内容の処理情報を表示制御部２３１へ送
信する。入力を切り替えるという内容の処理情報を取得した表示制御部２３１は、表示部
２１に表示させる表示データを、放送データ取得部２３７から取得したテレビ放送を示す
表示データから、表示データ取得部２３４から取得した表示データとなるようにする。す
なわち、接続部２２をアクティブとする。
【０１１２】
　なお、表示部２１に表示データ取得部２３４から取得した表示データが表示されていた
場合は、表示する表示データは変更しない。
【０１１３】
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　また、コマンド取得部２３２が取得したコマンドが「一時入力切替」コマンドであった
場合は、表示制御部２３１は、表示部２１に表示させる表示データを表示データ取得部２
３４から取得した表示データから放送データ取得部２３７から取得したテレビ放送を示す
表示データに切り替える（アンテナ入力部２５をアクティブとする）とともに、「一時切
替コマンド」に含まれる時間が経過すると、表示部２１に表示させる表示データを、放送
データ取得部２３７から取得したテレビ放送を示す表示データから表示データ取得部２３
４から取得した表示データに切り替える（接続部２２をアクティブとする）。
【０１１４】
　これにより、「一時切替コマンド」が示す時間が、プリンタ装置１における印刷時間で
あれば、表示部２１には、プリンタ装置１の印刷中は、テレビ放送が表示され、印刷が終
了するとプリンタ装置１から出力された表示データが示す印刷終了画面が表示される。
【０１１５】
　よって、ユーザは、プリンタ装置１の印刷中に退屈となることが抑制され、かつ、印刷
の終了を容易の認識することができる。
【０１１６】
　コマンド取得部２３２は、接続部２２を介してプリンタ装置１から送信されたコマンド
を取得し取得コマンド処理部２３３へ送信する。
【０１１７】
　取得コマンド処理部２３３は、コマンド取得部２３２が取得したコマンドが、「入力切
替」、「一時入力切替」など、表示に関する何らかの処理を示す内容の場合、該内容を示
す情報である処理情報を表示制御部２３１へ送信する。
【０１１８】
　また、取得コマンド処理部２３３は、コマンド取得部２３２から取得したコマンドが、
表示に関するものでない場合、該コマンドが示す内容の処理を実行する。例えば、コマン
ド取得部２３２が取得したコマンドが「電源オン」コマンドであった場合、取得コマンド
処理部２３３は、テレビ装置２の電源をオンとする。
【０１１９】
　表示データ取得部２３４は、接続部２２を介してプリンタ装置１から送信された表示デ
ータを取得し、表示制御部２３１へ送信する。
【０１２０】
　コマンド送信部２３５は、操作情報取得部２３６の指示によりコマンド記憶部２６に記
憶されているコマンドのいずれかを接続部２２を介してプリンタ装置１へ送信する。
【０１２１】
　操作情報取得部２３６は、操作部２４が受け付けたユーザの操作内容を示す操作内容情
報を取得し、操作内容情報を表示制御部２３１およびコマンド送信部２３５の少なくとも
いずれか一方へ送信する。
【０１２２】
　例えば、操作情報取得部２３６は、操作部２４からテレビ装置２の電源をオフとする操
作を示す内容の情報を取得すると、電源をオフとする内容の操作内容情報をコマンド送信
部２３５へ送信する。そして、該内容の操作内容情報を取得したコマンド送信部２３５は
、コマンド記憶部２６に記憶されている「電源オフ」コマンドを接続部２２を介してプリ
ンタ装置１へ送信する。
【０１２３】
　また、操作情報取得部２３６は、操作部２４から、チャンネル変更や、入力切替の操作
を示す内容の情報を取得すると、該内容を示す操作内容情報を表示制御部２３１へ送信す
る。そして、該内容の操作内容情報を取得した表示制御部２３１は、該内容に応じてチャ
ンネルの変更や、入力の切り替えを行う。
【０１２４】
　放送データ取得部２３７は、アンテナ入力部２５から取得したテレビ放送の電波をテレ
ビ装置２で表示できる形式に変換して表示制御部２３１へ送信する。この変換は、公知の
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技術を用いて行うものであるので、その説明は省略する。
【０１２５】
　なお、上述した実施の形態では、「入力一時切替」コマンドを取得した場合、表示部２
１に表示させる表示データを表示データ取得部２３４から取得した表示データから放送デ
ータ取得部２３７から取得したテレビ放送を示す表示データに切り替える（すなわち、ア
ンテナ入力部２５をアクティブとする）ものとしたがこれに限られるものではない。
【０１２６】
　例えば、テレビ装置２が、プリンタ装置１だけでなく、ＨＤビデオレコーダ、ＤＶＤプ
レーヤと接続され、ケーブルテレビを受信可能であった場合に、表示部２１に表示させる
表示データを予め定められた優先順位にしたがって切り替えるものであってもよい。
【０１２７】
　この場合について、図５を用いて説明する。図５は、優先順位にしたがって、表示部２
１に表示させる表示データを切り替える場合の、優先順位例を示す説明図である。
【０１２８】
　優先順位にしたがって、表示部２１に表示させる表示データを切り替える場合、予め優
先順位が定められたテーブルが記憶されており、この順位にしたがって、表示部２１で表
示させる表示データを切り替える。
【０１２９】
　図５の例で言えば、まず、表示部２１に表示される表示データは、ＨＤビデオレコーダ
から出力された表示データとなる。すなわち、ＨＤビデオレコーダが接続されている入力
部Ａをアクティブとする。ＨＤビデオレコーダがテレビ装置２と接続されていなかった場
合は、表示部２１に表示される表示データは、ＤＶＤプレーヤから出力された表示データ
となる。すなわち、ＤＶＤプレーヤが接続されている入力部Ｂをアクティブとする。以下
同様に、ケーブルテレビの表示データ（入力部Ｃ）、地上波放送の表示データ（入力部Ｄ
）となる。
【０１３０】
　また、テレビ装置２が、プリンタ装置１だけでなく、ＨＤビデオレコーダ、ＤＶＤプレ
ーヤと接続され、ケーブルテレビを受信可能であった場合に、表示部２１に表示させる表
示データを、コマンドで指定するものであってもよい。
【０１３１】
　例えば、コマンドに、表示部２１に表示させる表示データを、ＨＤビデオレコーダから
出力された表示データが入力されている入力部Ａと指定する情報が含まれている場合、テ
レビ装置２は、表示部２１で表示する表示データを、入力部Ａに接続されたＨＤビデオレ
コーダから出力された表示データとする。
【０１３２】
　次に、プリンタ装置１の処理の流れについて、図６を用いて説明する。図６は、プリン
タ装置１の処理の流れを示すフローチャートである。
【０１３３】
　まず、プリンタ装置１の電源をオンにする操作を、操作部１１で受け付けると（Ｓ６０
１）、コマンド送信部１２２は、「電源オン」コマンドをテレビ装置２に対して送信する
（Ｓ６０２）。続いて、コマンド送信部１２２は、「入力切替」コマンドをテレビ装置２
に対して送信する（Ｓ６０３）。
【０１３４】
　次に、操作部１１で印刷指示を受け付けると（Ｓ６０４）、表示データ送信部１２３は
、印刷候補となる画像を表示するための表示データをテレビ装置２へ送信する（Ｓ６０５
）。そして、操作部１１で印刷対象となる画像の選択を受け付けると（Ｓ６０６）、印刷
時間算出部１２４は、印刷に必要となる時間を算出する（Ｓ６０７）。
【０１３５】
　そして、操作部１１で印刷開始の指示を受け付けると（Ｓ６０８）、コマンド送信部１
２２は、「入力一時切替」コマンドをテレビ装置２に対して送信する（Ｓ６０９）。続い
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てプリンタ装置１は印刷処理を実行する（Ｓ６１０）。
【０１３６】
　印刷処理が終了すると、表示データ送信部１２３は、印刷終了画面を表示するための印
刷終了画面データをテレビ装置２へ送信する（Ｓ６１１）。そして、テレビ装置２からコ
マンド取得部１２５が「電源オフ」コマンドを取得すると（Ｓ６１２）、取得コマンド処
理部１２６は、プリンタ装置１の電源をオフにする（Ｓ６１３）。以上で、プリンタ装置
１の処理の流れが終了する。
【０１３７】
　次に、テレビ装置２の処理の流れについて、図７を用いて説明する。図７は、テレビ装
置２の処理の流れを示すフローチャートである。
【０１３８】
　まず、プリンタ装置１から「電源オン」コマンドをコマンド取得部２３２が取得すると
（Ｓ７０１）、取得コマンド処理部２３３は、テレビ装置２の電源をオンとする（Ｓ７０
２）。そして、コマンド取得部２３２が「入力切替」コマンドを取得すると（Ｓ７０３）
、表示制御部２３１は、表示部２１で表示させる表示データを、プリンタ装置１から出力
された表示データとする（Ｓ７０４）。そして、表示部２１は、プリンタ装置１から出力
された表示データを表示する（Ｓ７０５）。
【０１３９】
　次に、コマンド取得部２３２が「入力一時切替」コマンドを取得すると（Ｓ７０６）、
表示制御部２３１は、表示部２１に表示させる表示データをプリンタ装置１から出力され
た表示データからテレビ放送を示す表示データに切り替える（Ｓ７０７）。そして、表示
制御部２３１は、「入力一時切替」コマンドが示す時間が経過したか否かを判断し（Ｓ７
０８）、時間が経過していれば（Ｓ７０８でＹＥＳ）、表示部２１に表示させる表示デー
タをプリンタ装置１から出力された表示データとする（Ｓ７０９）。
【０１４０】
　一方、「入力一時切替」コマンドが示す時間が経過していなければ（Ｓ７０８でＮＯ）
、表示制御部２３１は、表示部２１にテレビ放送を示す表示データを表示させ続ける。
【０１４１】
　そして、操作部２４がテレビ装置２の電源をオフとする操作を受け付けると（Ｓ７１０
）、コマンド送信部２３５は「電源オフ」コマンドをプリンタ装置１に送信する（Ｓ７１
１）。そして、テレビ装置２は電源をオフとする（Ｓ７１２）。以上で、テレビ装置２の
処理の流れは終了する。
【０１４２】
　次に、プリンタ装置１とテレビ装置２と間における、コマンドの送受信のタイミングに
ついて、図８を用いて説明する。図８は、プリンタ装置１とテレビ装置２との間における
コマンドの送受信のタイミングを示すシーケンス図である。
【０１４３】
　図８に示すように、まず、プリンタ装置１、テレビ装置２ともに電源がオフの状態であ
る（Ｓ８０１、Ｓ８０２）。そして、プリンタ装置１に対し電源をオンとする操作がある
と（Ｓ８０３）、プリンタ装置１の電源がオンとなる（Ｓ８０４）。このときに、プリン
タ装置１は、「電源オン」コマンドをテレビ装置２へ送信する（Ｓ８０５）。これにより
、テレビ装置２の電源がオンとなる（Ｓ８０６）。続いて、プリンタ装置１は、「入力切
替」コマンドをテレビ装置２へ送信する（Ｓ８０７）。これにより、テレビ装置２は、表
示部２１の表示をプリンタ装置１から出力された表示データに切り替える（Ｓ８０８）。
【０１４４】
　次に、プリンタ装置１で印刷の指示を受け付け（Ｓ８０９）、印刷時間を算出し（ここ
では仮にＮ秒とする）、印刷開始指示を受け付けると（Ｓ８１０）、プリンタ装置１はテ
レビ装置２に対し、「入力一時切替」コマンドを送信する（Ｓ８１１）。これにより、テ
レビ装置２は、表示部２１の表示をテレビ放送を示す表示データに切り替える（Ｓ８１２
）。そして、Ｎ秒間、表示部２１において、テレビ放送を示す表示データを表示した後、
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プリンタ装置１から出力された表示データを表示するように切り替える（Ｓ８１４）。一
方、プリンタ装置１では印刷処理が終了している（Ｓ８１３）。
【０１４５】
　そして、テレビ装置２において電源をオフとする操作を受け付けると（Ｓ８１５）、テ
レビ装置２は、プリンタ装置１に対して「電源オフ」コマンドを送信する（Ｓ８１６）。
これにより、プリンタ装置１の電源がオフとなる（Ｓ８１８）。また、テレビ装置２の電
源もオフとなる（Ｓ８１７）。
【０１４６】
　次に、プリンタ装置１で印刷を行う場合に、テレビ装置２に表示される画面例について
、図９を用いて説明する。図９は、プリンタ装置１で印刷を行う場合に、テレビ装置２に
表示される画面例を示す説明図である。そして、図９（ａ）は、印刷開始前に、印刷対象
となる画像を選択するための印刷対象の候補となる画像を表示している状態を示す図であ
る。図９（ｂ）は、印刷中にテレビ放送が表示されている状態を示す図である。図９（ｃ
）は、印刷終了後に、印刷終了を示す画面が表示されている状態を示す図である。
【０１４７】
　図９（ａ）に示すように、プリンタ装置１で印刷を行う場合、まず、テレビ装置２に印
刷対象の候補となる画像が表示される。このとき、テレビ装置２は、プリンタ装置１から
出力された表示データを表示している。
【０１４８】
　そして、印刷が開始されると、図９（ｂ）に示すように、テレビ装置２にはテレビ放送
を示す表示データが表示される。このとき、テレビ装置２は、プリンタ装置１から出力さ
れた表示データは表示されていない。
【０１４９】
　次に、印刷が終了すると、図９（ｃ）に示すように、テレビ装置２には、印刷が終了し
た旨を示す情報が表示される。このとき、テレビ装置２は、再びプリンタ装置１から出力
された表示データを表示している。
【０１５０】
　以上のように、本実施の形態では、プリンタ装置１の印刷が開始されると、それまでテ
レビ装置２に表示されていたプリンタ装置１から出力された表示データではなく、テレビ
放送を表示する。そして、印刷が終了すると、再び、プリンタ装置１から出力された表示
データを表示する。
【０１５１】
　よって、ユーザは、印刷中に、テレビ装置２においてテレビ放送を見ることができるの
で、印刷中にユーザが退屈になるということを抑制することができる。
【０１５２】
　本発明は上述した実施の形態に限定されるものではなく、請求項に示した範囲で種々の
変更が可能である。すなわち、請求項に示した範囲で適宜変更した技術的手段を組み合わ
せて得られる実施形態についても本発明の技術的範囲に含まれる。
【０１５３】
　最後に、プリンタ装置１およびテレビ装置２の各ブロック、特にプリンタ装置１の制御
部１２およびテレビ装置２の制御部２３は、ハードウェアロジックによって構成してもよ
いし、次のようにＣＰＵ（central processing unit）を用いてソフトウェアによって実
現してもよい。
【０１５４】
　すなわち、プリンタ装置１およびテレビ装置２は、各機能を実現する制御プログラムの
命令を実行するＣＰＵ、上記プログラムを格納したＲＯＭ（read only memory）、上記プ
ログラムを展開するＲＡＭ（random access memory）、上記プログラムおよび各種データ
を格納するメモリ等の記憶装置（記録媒体）などを備えている。そして、本発明の目的は
、上述した機能を実現するソフトウェアであるプリンタ装置１およびテレビ装置２の制御
プログラムのプログラムコード（実行形式プログラム、中間コードプログラム、ソースプ
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ログラム）をコンピュータで読み取り可能に記録した記録媒体を、上記プリンタ装置１お
よびテレビ装置２に供給し、そのコンピュータ（またはＣＰＵやＭＰＵ（microprocessor
 unit））が記録媒体に記録されているプログラムコードを読み出し実行することによっ
ても、達成可能である。
【０１５５】
　上記記録媒体としては、例えば、磁気テープやカセットテープ等のテープ系、フロッピ
ー（登録商標）ディスク／ハードディスク等の磁気ディスクやＣＤ－ＲＯＭ（compact di
sc read-only memory）／ＭＯ（magneto-optical）／ＭＤ（Mini Disc）／ＤＶＤ（digit
al versatile disk）／ＣＤ－Ｒ（CD Recordable）等の光ディスクを含むディスク系、Ｉ
Ｃカード（メモリカードを含む）／光カード等のカード系、あるいはマスクＲＯＭ／ＥＰ
ＲＯＭ（erasable programmable read-only memory）／ＥＥＰＲＯＭ（electrically era
sable and programmable read-only memory）／フラッシュＲＯＭ等の半導体メモリ系な
どを用いることができる。
【０１５６】
　また、プリンタ装置１およびテレビ装置２を通信ネットワークと接続可能に構成し、上
記プログラムコードを通信ネットワークを介して供給してもよい。この通信ネットワーク
としては、特に限定されず、例えば、インターネット、イントラネット、エキストラネッ
ト、ＬＡＮ（local area network）、ＩＳＤＮ（integrated services digital network
）、ＶＡＮ（value-added network）、ＣＡＴＶ（community antenna television）通信
網、仮想専用網（virtual private network）、電話回線網、移動体通信網、衛星通信網
等が利用可能である。また、通信ネットワークを構成する伝送媒体としては、特に限定さ
れず、例えば、ＩＥＥＥ（institute of electrical and electronic engineers）１３９
４、ＵＳＢ、電力線搬送、ケーブルＴＶ回線、電話線、ＡＤＳＬ（asynchronous digital
 subscriber loop）回線等の有線でも、ＩｒＤＡ（infrared data association）やリモ
コンのような赤外線、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）、８０２．１１無線、ＨＤＲ（hi
gh data rate）、携帯電話網、衛星回線、地上波デジタル網等の無線でも利用可能である
。なお、本発明は、上記プログラムコードが電子的な伝送で具現化された、搬送波に埋め
込まれたコンピュータデータ信号の形態でも実現され得る。
【産業上の利用可能性】
【０１５７】
　印刷装置と接続された表示装置に対し、印刷中に、印刷装置から出力した表示データと
は異なる表示データを表示させることができるので、印刷装置と表示装置とを接続した印
刷システムに好適である。
【図面の簡単な説明】
【０１５８】
【図１】本発明の実施形態を示すものであり、プリンタ装置の要部構成を示すブロック図
である。
【図２】上記実施の形態に係る印刷システムの全体構成を示す概略図である。
【図３】上記実施の形態における、コマンド記憶部に記憶されているコマンドの例を示す
説明図である。
【図４】上記実施の形態に係るテレビ装置の要部構成を示すブロック図である。
【図５】上記実施の形態において、優先順位にしたがって、表示部に表示させる表示デー
タを切り替える場合の、優先順位例を示す説明図である。
【図６】上記実施の形態に係るプリンタ装置の処理の流れを示すフローチャートである。
【図７】上記実施の形態に係るテレビ装置の処理の流れを示すフローチャートである。
【図８】上記実施の形態に係るプリンタ装置とテレビ装置との間におけるコマンドの送受
信のタイミングを示すシーケンス図である。
【図９】上記実施の形態に係るプリンタ装置で印刷を行う場合に、テレビ装置に表示され
る画面例を示す説明図である。
【符号の説明】
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【０１５９】
　　１　　プリンタ装置（印刷装置）
　　２　　テレビ装置（表示装置）
　　３　　印刷システム
　１６　　接続部（出力部）
　２２　　接続部（入力部）
　２５　　アンテナ入力部（入力部）
１２１　　操作情報取得部（指示受付手段）
１２２　　コマンド送信部（制御信号送信手段）
１２３　　表示データ送信部（表示データ送信手段）
１２４　　印刷時間算出部（印刷時間算出手段）
２３１　　表示制御部（切替手段）
２３２　　コマンド取得部（取得手段）

【図１】 【図２】

【図３】
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