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(57)【要約】
【課題】顧客が新聞の発刊日を知らない場合でも利用で
き、且つ新聞の紙面を推薦する。
【解決手段】新聞の発刊日情報と紙面データとを関係付
けて記憶する新聞データ記憶部と、所定のイベントの発
生日を表す発生日情報とイベントを示すイベント情報と
を関係付けて記憶するイベント情報記憶部と、日付を特
定する日付特定部と、特定された日付を表す日付情報を
キーとして、新聞データ記憶部からキーに該当する新聞
データを読み出す第１の読出し制御部と、新聞データを
印刷部により印刷させる第１の印刷制御部と、日付情報
が示す日付を含む所定の期間内の日付を表す日付情報を
キーとして、イベント情報記憶部からキーに該当するイ
ベント情報を読み出す第２の読出し制御部と、操作入力
受付部からの、第２の読出し制御部が読み出したイベン
ト情報の選択を受け付け可能なイベント選択ＧＵＩ画像
を表示部に表示させる第１の表示制御部と、を備える。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　操作入力受付部と、
　表示部と、
　印刷部と、
　新聞の発刊日を表す発刊日情報と前記新聞の紙面データとを関係付けて記憶する新聞デ
ータ記憶部と、
　所定のイベントが発生した発生日を表す発生日情報と前記イベントを示すイベント情報
とを関係付けて記憶するイベント情報記憶部と、
　日付を特定する日付特定部と、
　前記日付特定部が特定した日付を表す日付情報をキーとして、前記新聞データ記憶部か
ら前記キーに該当する新聞データを読み出す第１の読出し制御部と、
　前記第１の読出し制御部が読み出した新聞データを前記印刷部により印刷させる第１の
印刷制御部と、
　前記日付情報が示す日付を含む所定の期間内の日付を表す日付情報をキーとして、前記
イベント情報記憶部から前記キーに該当するイベント情報を読み出す第２の読出し制御部
と、
　前記操作入力受付部からの、前記第２の読出し制御部が読み出したイベント情報の選択
を受け付け可能なイベント選択ＧＵＩ（Ｇｒａｐｈｉｃａｌ　Ｕｓｅｒ　Ｉｎｔｅｒｆａ
ｃｅ）画像を前記表示部に表示させる第１の表示制御部と、
　を備える新聞紙面印刷装置。
【請求項２】
　前記イベント選択ＧＵＩ画像を用いた操作入力に応じて得られる日付情報をキーとして
、前記新聞データ記憶部から前記キーに該当する新聞データを読み出す第３の読出し制御
部と、
　前記第３の読出し制御部が読み出した新聞データを前記印刷部により印刷させる第２の
印刷制御部と、
　を更に備える請求項１記載の新聞紙面印刷装置。
【請求項３】
　前記第１の読出し制御部が読み出した新聞データを前記表示部に表示させる第２の表示
制御部、
　を更に備える請求項１または請求項２いずれか記載の新聞紙面印刷装置。
【請求項４】
　前記第３の読出し制御部が読み出した新聞データを前記表示部に表示させる第３の表示
制御部、
　を更に備える請求項２記載の新聞紙面印刷装置。
【請求項５】
　前記イベント情報記憶部は、所定の人物の誕生日を表す誕生日情報と前記人物の誕生日
であることを表す情報とを関係付けて記憶する、
　請求項１から請求項４いずれか一項記載の新聞紙面印刷装置。
【請求項６】
　日付を特定する日付特定ステップと、
　前記日付特定ステップにおいて特定された日付を表す日付情報をキーとして、新聞の発
刊日を表す発刊日情報と前記新聞の紙面データとを関係付けて記憶する新聞データ記憶部
から、前記キーに該当する新聞データを読み出す第１の読出し制御ステップと、
　前記第１の読出し制御ステップにおいて読み出された新聞データを印刷部により印刷さ
せる第１の印刷制御ステップと、
　前記日付情報が示す日付を含む所定の期間内の日付を表す日付情報をキーとして、所定
のイベントが発生した発生日を表す発生日情報と前記イベントを示すイベント情報とを関
係付けて記憶するイベント情報記憶部から、前記キーに該当するイベント情報を読み出す
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第２の読出し制御ステップと、
　前記操作入力受付部からの、前記第２の読出し制御ステップにおいて読み出されたイベ
ント情報の選択を受け付け可能なイベント選択ＧＵＩ画像を前記表示部に表示させる第１
の表示制御ステップと、
　を有する新聞紙面印刷方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、新聞紙面印刷装置および新聞紙面印刷方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　所望の日付を入力することにより、その日付の日に発刊された新聞の紙面を印刷した印
刷物を出力する新聞出力装置が知られている（例えば、特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００８－２９９８７２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　上記のような新聞出力装置を用いて、顧客により指定された日付の日に発刊された新聞
の複製物を提供するサービスが実施されているが、顧客が購入したい複製物の元となる新
聞の発刊日を知らない場合（イベントの発生日を知らない場合）は、このサービスを受け
ることができない。また、新聞の紙面を推薦するサービスを顧客に提供したいという要望
があった。
　本発明は、上記事情に鑑みてなされたものであり、顧客が新聞の発刊日を知らない場合
でも利用でき、且つ新聞の紙面を顧客に推薦することができる、新聞紙面印刷装置および
新聞紙面印刷方法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】
【０００５】
　［１］上記の課題を解決するため、本発明の一態様である新聞紙面印刷装置は、操作入
力受付部と、表示部と、印刷部と、新聞の発刊日を表す発刊日情報と前記新聞の紙面デー
タとを関係付けて記憶する新聞データ記憶部と、所定のイベントが発生した発生日を表す
発生日情報と前記イベントを示すイベント情報とを関係付けて記憶するイベント情報記憶
部と、日付を特定する日付特定部と、前記日付特定部が特定した日付を表す日付情報をキ
ーとして、前記新聞データ記憶部から前記キーに該当する新聞データを読み出す第１の読
出し制御部と、前記第１の読出し制御部が読み出した新聞データを前記印刷部により印刷
させる第１の印刷制御部と、前記日付情報が示す日付を含む所定の期間内の日付を表す日
付情報をキーとして、前記イベント情報記憶部から前記キーに該当するイベント情報を読
み出す第２の読出し制御部と、前記操作入力受付部からの、前記第２の読出し制御部が読
み出したイベント情報の選択を受け付け可能なイベント選択ＧＵＩ（Ｇｒａｐｈｉｃａｌ
　Ｕｓｅｒ　Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ）画像を前記表示部に表示させる第１の表示制御部と、
を備える。
【０００６】
　［２］上記［１］記載の新聞紙面印刷装置において、前記イベント選択ＧＵＩ画像を用
いた操作入力に応じて得られる日付情報をキーとして、前記新聞データ記憶部から前記キ
ーに該当する新聞データを読み出す第３の読出し制御部と、前記第３の読出し制御部が読
み出した新聞データを前記印刷部により印刷させる第２の印刷制御部と、を更に備える。
　［３］上記［１］または［２］いずれか記載の新聞紙面印刷装置において、前記第１の
読出し制御部が読み出した新聞データを前記表示部に表示させる第２の表示制御部、を更
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に備える。
　［４］上記［２］記載の新聞紙面印刷装置において、前記第３の読出し制御部が読み出
した新聞データを前記表示部に表示させる第３の表示制御部、を更に備える。
　［５］上記［１］から［４］いずれか一項記載の新聞紙面印刷装置において、前記イベ
ント情報記憶部は、所定の人物の誕生日を表す誕生日情報と前記人物の誕生日であること
を表す情報とを関係付けて記憶する。
【０００７】
　［６］上記の課題を解決するため、本発明の一態様である新聞紙面印刷方法は、日付を
特定する日付特定ステップと、前記日付特定ステップにおいて特定された日付を表す日付
情報をキーとして、新聞の発刊日を表す発刊日情報と前記新聞の紙面データとを関係付け
て記憶する新聞データ記憶部から、前記キーに該当する新聞データを読み出す第１の読出
し制御ステップと、前記第１の読出し制御ステップにおいて読み出された新聞データを印
刷部により印刷させる第１の印刷制御ステップと、前記日付情報が示す日付を含む所定の
期間内の日付を表す日付情報をキーとして、所定のイベントが発生した発生日を表す発生
日情報と前記イベントを示すイベント情報とを関係付けて記憶するイベント情報記憶部か
ら、前記キーに該当するイベント情報を読み出す第２の読出し制御ステップと、前記操作
入力受付部からの、前記第２の読出し制御ステップにおいて読み出されたイベント情報の
選択を受け付け可能なイベント選択ＧＵＩ画像を前記表示部に表示させる第１の表示制御
ステップと、を有する。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明によれば、顧客が新聞の発刊日を知らない場合でも利用でき、且つ新聞の紙面を
顧客に推薦することができる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】本発明の一実施形態である新聞紙面印刷装置の構成の例を示すブロック図である
。
【図２】新聞紙面印刷装置の外観の例を表す斜視図である。
【図３】新聞紙面印刷装置の機能構成の例を示すブロック図である。
【図４】新聞紙面印刷装置を適用した新聞紙面印刷システムの全体構成の例を示す図であ
る。
【図５】新聞データ記憶部が記憶する新聞情報管理テーブルのデータ構成の例を示す図で
ある。
【図６】イベント情報記憶部が記憶する第１イベント管理テーブルのデータ構成の例を示
す図である。
【図７】イベント情報記憶部が記憶する第２イベント管理テーブルのデータ構成の例を示
す図である。
【図８】イベント情報記憶部が記憶する第３イベント管理テーブルのデータ構成の例を示
す図である。
【図９】制御装置が表示装置に表示させる新聞の種類を選択させるための新聞種類選択メ
ニューの例を模式的に示す図である。
【図１０】制御装置が表示装置に表示させるメインメニューの例を模式的に示す図である
。
【図１１】制御装置が表示装置に表示させる日付入力メニューの例を模式的に示す図であ
る。
【図１２】制御装置が表示装置に表示させる年代一覧選択メニューの例を模式的に示す図
である。
【図１３】制御装置が表示装置に表示させる出来事一覧選択メニューの例を模式的に示す
図である。
【図１４】日付を特定した後に制御装置が表示装置に表示させる紙面選択メニューの例を
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模式的に示す図である。
【図１５】制御装置が表示装置に表示させるプレビューメニューの例を模式的に示す図で
ある。
【図１６】制御装置が表示装置に表示させるレコメンドメニューの例を模式的に示す図で
ある。
【図１７】新聞紙面印刷装置の処理手順の例を示すフローチャートである。
【図１８】新聞紙面印刷装置の処理手順の例を示すフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　以下、本発明を実施するための形態について、図面を参照して詳細に説明する。
　図１は、本発明の一実施形態である新聞紙面印刷装置（新聞紙面印刷機）の構成の例を
示すブロック図である。図１に示すように、新聞紙面印刷装置１０は、制御装置１００と
、表示装置１１０と、タッチパネル１２０と、印刷機１３０と、釣銭機１４０とを備える
。
【００１１】
　制御装置１００は、新聞紙面印刷装置１０全体を制御する装置である。制御装置１００
は、図示しない中央処理装置（Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ；ＣＰ
Ｕ）と記憶装置（例えば、半導体記憶装置）とを備える。ＣＰＵが記憶装置に記憶された
プログラムを読み込んで実行することにより、制御装置１００は、表示装置１１０と、タ
ッチパネル１２０と、印刷機１３０と、自動釣銭機１４０とを制御する。制御装置１００
の機能の詳細については、後述する。
【００１２】
　表示装置１１０は、制御装置１００が出力する情報を表示する。例えば、表示装置１１
０は、液晶表示パネルにより実現される。
【００１３】
　タッチパネル１２０は、ユーザ（顧客）によって操作される操作入力受付部である。例
えば、タッチパネル１２０は、表示装置１１０の表示面に積層して構成される。制御装置
１００がグラフィカルユーザインターフェース（Ｇｒａｐｈｉｃａｌ　Ｕｓｅｒ　Ｉｎｔ
ｅｒｆａｃｅ；ＧＵＩ）画像を表示装置１１０に表示させ、当該ＧＵＩ画像をユーザにタ
ップ（タッチ）させることにより、タッチパネル１２０は、操作入力を受け付けて、操作
内容を示す操作情報を制御装置１００に供給する。制御装置１００は、ＧＵＩ画像に対応
する操作情報を取得することによってユーザからの指示を得る。
【００１４】
　印刷機１３０は、制御装置１００が出力する新聞の紙面データを媒体に印刷する。例え
ば、媒体は、Ａ３サイズの紙媒体である。なお、例えば、媒体は、樹脂製の媒体であって
もよい。また、印刷機１３０の印刷色は、カラーでもモノクロでもよい。
【００１５】
　釣銭機１４０は、ユーザから投入された硬貨（例えば、１００円硬貨）を取り込み格納
する。なお、釣銭機１４０は、紙幣を取り込み格納するようにしてもよい。また、釣銭機
１４０は、制御装置１００の制御に基づいて、投入された貨幣に対しておつりがある場合
に、このおつりの金額の貨幣を出力するようにしてもよい。また、釣銭機１４０は、偽貨
幣や大きな傷や損傷等があって判別不能な貨幣をリジェクト貨幣として検出し、このリジ
ェクト貨幣を出力するようにしてもよい。
【００１６】
　図２は、新聞紙面印刷装置１０の外観の例を表す斜視図である。図２に示すように、新
聞紙面印刷装置１０は、筐体１１の上部にフレーム１２を突設して構成される。筐体１１
の内部には、図１における制御装置１００と、表示装置１１０と、タッチパネル１２０と
、印刷機１３０と、釣銭機１４０とが設置されている。
　筐体１１の上面側には開口部１４が設けられている。表示装置１１０は、開口部１４に
表示面が合わさるように筐体１１の内部に設けられている。
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　フレーム１２の下部には、硬貨の投入排出口１３が設けられている。投入排出口１３か
ら投入された硬貨は、釣銭機１４０に供給される。また、釣銭機１４０が貨幣を出力した
場合、当該貨幣は投入排出口１３から排出される。
　筐体の正面には、印刷機１３０が印刷した媒体を排出するための媒体排出口１５が設け
られている。
　フレーム１２の正面には、パネル１６が取り付けられている。例えば、パネル１６は、
広告パネルである。なお、映像や静止画を表示する表示装置によりパネル１６を構成して
もよい。
【００１７】
　図３は、新聞紙面印刷装置１０の機能構成の例を示すブロック図である。図３に示すよ
うに、新聞紙面印刷装置１０は、制御部２１０と、表示部２３０と、操作入力受付部２４
０と、新聞データ記憶部２５０と、イベント情報記憶部２６０と、印刷部２７０と、釣銭
部２８０とを備える。
　制御部２１０と新聞データ記憶部２５０とイベント情報記憶部２６０とは、制御装置１
００に含まれる。表示部２３０は、表示装置１１０に相当する。操作入力受付部２４０は
、タッチパネル１２０に相当する。印刷部２７０は、印刷機１３０に相当する。釣銭部２
８０は、釣銭機１４０に相当する。
【００１８】
　新聞データ記憶部２５０は、新聞の発刊日を表す発刊日情報と、当該新聞の紙面データ
とを関係付けて記憶する。具体的に、例えば、新聞データ記憶部２５０は、新聞の発刊日
情報と、新聞を発刊する新聞社を識別する新聞社識別情報と、新聞の第一面の紙面データ
と、新聞の番組面（テレビ番組面）の紙面データとを関係付けて記憶する。
【００１９】
　イベント情報記憶部２６０は、所定のイベントが発生した発生日を表す発生日情報と、
当該イベントを示すイベント情報とを関係付けて記憶する。例えば、イベントは、社会的
な出来事、事件、事故、有名人（タレント、俳優、歌手、政治家等の有名人、世界の著名
人）の誕生、グループ（バンド、アーティストグループ等）の結成、再結成、解散である
。例えば、イベント情報記憶部２６０は、所定の人物の誕生日を表す誕生日情報と、当該
人物の誕生日であることを表す情報とを関係付けて記憶する。また、例えば、イベント情
報記憶部２６０は、所定のグループの結成日を表す結成日情報と、当該グループの結成日
であることを表す情報とを関係付けて記憶する。
【００２０】
　制御部２１０は、日付特定部２１１と、第１の表示制御部２１２と、第２の表示制御部
２１３と、第３の表示制御部２１４と、第１の読出し制御部２１５と、第２の読出し制御
部２１６と、第３の読出し制御部２１７と、第１の印刷制御部２１８と、第２の印刷制御
部２１９と、会計処理部２２０とを備える。
【００２１】
　日付特定部２１１は、印刷物を生成するための新聞の発刊日を特定する。例えば、日付
特定部２１１は、操作入力受付部２４０からの日付の入力を受け付け可能な日付入力ＧＵ
Ｉ画像を表示部２３０に表示させ、この日付入力ＧＵＩ画像を用いた操作入力に応じて得
られる操作情報から新聞の発刊日を特定する。または、日付特定部２１１は、操作入力受
付部２４０からのイベント情報の選択を受け付け可能なイベント選択ＧＵＩ画像を表示部
２３０に表示させ、このイベント選択ＧＵＩ画像を用いた操作入力に応じて得られる操作
情報からイベントを特定し、このイベントに関連付けられた新聞の発刊日を特定する。
【００２２】
　第１の読出し制御部２１５は、日付特定部２１１が特定した日付を表す日付情報をキー
として、新聞データ記憶部２５０から当該キーに該当する新聞データを読み出す。
　第２の表示制御部２１３は、第１の読出し制御部２１５が読み出した新聞データを表示
部２３０に表示させる。
　第１の印刷制御部２１８は、第１の読出し制御部２１５が読み出した新聞データを印刷
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部２７０により印刷させる。
【００２３】
　第２の読出し制御部２１６は、日付特定部２１１が特定した日付を含む所定の期間内の
日付を表す日付情報をキーとして、イベント情報記憶部２６０から当該キーに該当するイ
ベント情報を読み出す。
　第１の表示制御部２１２は、操作入力受付部２４０からの、第２の読出し制御部２１６
が読み出したイベント情報の選択を受け付け可能なイベント選択ＧＵＩ画像を表示部２３
０に表示させる。
【００２４】
　第３の読出し制御部２１７は、イベント選択ＧＵＩ画像を用いた操作入力に応じて得ら
れる日付情報をキーとして、新聞データ記憶部２５０から当該キーに該当する新聞データ
を読み出す。
　第３の表示制御部２１４は、第３の読出し制御部２１７が読み出した新聞データを表示
部２３０に表示させる。
　第２の印刷制御部２１９は、第３の読出し制御部２１７が読み出した新聞データを印刷
部２７０により印刷させる。
【００２５】
　会計処理部２２０は、釣銭部２８０が取り込んだ貨幣の金額と印刷物の販売価格の金額
とに基づいて会計処理を実行する。なお、おつりがある場合には、おつりに相当する金額
の硬貨を出力するよう釣銭部２８０を制御してもよい。
【００２６】
　図４は、新聞紙面印刷装置１０を適用した新聞紙面印刷システムの全体構成の例を示す
図である。図４に示すように、新聞紙面印刷システム１は、３台の新聞紙面印刷装置１０
－１～１０－３と、サーバ装置２０とを含む。３台の新聞紙面印刷装置１０－１～１０－
３とサーバ装置２０とは、ネットワーク３０を介してそれぞれ接続されている。ネットワ
ーク３０は、例えば、インターネットプロトコル（Ｉｎｔｅｒｎｅｔ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ
；ＩＰ）によって通信可能な、コンピュータネットワークである。例えば、ネットワーク
３０は、インターネットである。なお、ネットワーク３０は、ローカルエリアネットワー
ク（Ｌｏｃａｌ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ；ＬＡＮ）を含んでもよい。
【００２７】
　サーバ装置２０は、新聞の紙面データのマスタと、イベント情報のマスタとを格納する
。マスタは、最新の情報である。サーバ装置２０は、最新の紙面データおよび最新のイベ
ント情報を、新聞紙面印刷装置１０－１～１０－３の新聞データ記憶部２５０およびイベ
ント情報記憶部２６０にそれぞれコピーする。なお、例えば、最新の紙面データおよび最
新のイベント情報が記憶された半導体記憶装置（例えば、Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｓｅｒｉ
ａｌ　Ｂｕｓ；ＵＳＢメモリ）から、紙面データおよびイベント情報を新聞紙面印刷装置
１０－１～１０－３それぞれにコピーしてもよい。
　なお、図４は、新聞紙面印刷システム１が３台の新聞紙面印刷装置１０－１～１０－３
を含む例であるが、新聞紙面印刷装置１０の台数は、３台に限られない。
【００２８】
　次に、新聞紙面印刷装置１０が使用するデータのデータ構成について説明する。
　図５は、新聞データ記憶部２５０が記憶する新聞情報管理テーブルのデータ構成の例を
示す図である。図５に示すように、新聞情報管理テーブルは、新聞の発刊日ごとの新聞情
報管理情報を含む。例えば、新聞情報管理情報は、発刊日情報と、新聞社識別情報と、一
面データファイル名と、番組面データファイル名とを含む。発刊日情報は、新聞の発刊日
を表す情報である。新聞社識別情報は、新聞を発刊する新聞社を識別する情報である。一
面データファイル名は、新聞の第一面の紙面データを格納した電子ファイルのファイル名
である。番組面データファイル名は、新聞のテレビ番組面の紙面データを格納した電子フ
ァイルのファイル名である。テレビ番組面がない新聞については、社会面の紙面データを
格納した電子ファイルのファイル名を番組面データファイル名としてもよい。なお、新聞
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データ記憶部２５０は、一面データファイル名が示すファイル名の一面データファイルを
記憶する。また、新聞データ記憶部２５０は、番組面データファイル名が示すファイル名
の番組面データファイルを記憶する。
【００２９】
　図５に示す新聞情報管理テーブルは、発刊日情報が“1980.11.12”（１９８０年１１月
１２日）、新聞社識別情報が“AAA”、一面データファイル名が“AAA_19801112_TOP”、
番組面データファイル名が“AAA_19801112_TV”である新聞情報管理情報を含んでいる。
なお、新聞データ記憶部２５０は、“AAA_19801112_TOP”をファイル名とする一面データ
ファイルを記憶している。また、新聞データ記憶部２５０は、“AAA_19801112_TV”をフ
ァイル名とする番組面データファイルを記憶している。
　また、図５に示す新聞情報管理テーブルは、発刊日情報が“1980.11.12”（１９８０年
１１月１２日）、新聞社識別情報が“BBB”、一面データファイル名が“BBB_19801112_TO
P”、番組面データファイル名が“BBB_19801112_TV”である新聞情報管理情報を含んでい
る。なお、新聞データ記憶部２５０は、“BBB_19801112_TOP”をファイル名とする一面デ
ータファイルを記憶している。また、新聞データ記憶部２５０は、“BBB_19801112_TV”
をファイル名とする番組面データファイルを記憶している。
【００３０】
　図６は、イベント情報記憶部２６０が記憶する第１イベント管理テーブルのデータ構成
の例を示す図である。図６に示すように、第１イベント管理テーブルは、発生日ごとの第
１イベント管理情報を含む。例えば、第１イベント管理情報は、発生日情報と、イベント
情報とを含む。発生日情報は、イベントが発生した日を表す情報である。イベント情報は
、イベントを表す情報である。
【００３１】
　図６に示す第１イベント管理テーブルは、発生日情報が“1964.9.30”（１９６４年９
月３０日）、イベント情報が“□□野球リーグ優勝”である第１イベント管理情報を含ん
でいる。
　また、図６に示す第１イベント管理テーブルは、発生日情報が“1964.10.10”（１９６
４年１０月１０日）、イベント情報が“○○○オリンピック開会”である第１イベント管
理情報を含んでいる。
　また、図６に示す第１イベント管理テーブルは、発生日情報が“1964.12.18”（１９６
４年１２月１８日）、イベント情報が“×××事件”である第１イベント管理情報を含ん
でいる。
【００３２】
　図７は、イベント情報記憶部２６０が記憶する第２イベント管理テーブルのデータ構成
の例を示す図である。図７に示すように、第２イベント管理テーブルは、誕生日ごとの第
２イベント管理情報を含む。例えば、第２イベント管理情報は、誕生日情報と、有名人の
氏名とを含む。誕生日情報は、有名人の誕生日を表す情報である。有名人の氏名は、当該
有名人の氏名を表す情報である。
【００３３】
　図７に示す第２イベント管理テーブルは、誕生日情報が“1980.1.16”（１９８０年１
月１６日）、有名人の氏名が“鈴木　○○”である第２イベント管理情報を含んでいる。
　また、図７に示す第２イベント管理テーブルは、誕生日情報が“1980.3.12”（１９８
０年３月１２日）、有名人の氏名が“田中　□□”である第２イベント管理情報を含んで
いる。
　また、図７に示す第２イベント管理テーブルは、誕生日情報が“1980.4.21”（１９８
０年４月２１日）、有名人の氏名が“佐藤　××”である第２イベント管理情報を含んで
いる。
【００３４】
　図８は、イベント情報記憶部２６０が記憶する第３イベント管理テーブルのデータ構成
の例を示す図である。図８に示すように、第３イベント管理テーブルは、記念日ごとの第



(9) JP 2016-43537 A 2016.4.4

10

20

30

40

50

３イベント管理情報を含む。例えば、第３イベント管理情報は、記念日情報と、有名グル
ープのイベントとを含む。記念日情報は、有名グループの記念日を表す情報である。有名
グループのイベントは、当該有名グループのイベントを表す情報である。
【００３５】
　図８に示す第３イベント管理テーブルは、記念日情報が“1971.5.7”（１９７１年５月
７日）、有名グループのイベントが“ザ・○○○結成”である第３イベント管理情報を含
んでいる。
　また、図８に示す第３イベント管理テーブルは、記念日情報が“1971.10.25”（１９７
１年１０月２５日）、有名グループのイベントが“△△△グループ解散”である第３イベ
ント管理情報を含んでいる。
　また、図８に示す第３イベント管理テーブルは、記念日情報が“1972.3.1”（１９７２
年３月１日）、有名グループのイベントが“□□○○再結成”である第３イベント管理情
報を含んでいる。
【００３６】
　次に、新聞紙面印刷装置１０の表示の例について説明する。
　図９は、制御装置１００が表示装置１１０に表示させる新聞の種類を選択させるための
新聞種類選択メニューの例を模式的に示す図である。図９に示す新聞種類選択メニュー５
１は、例えば、４種類の新聞（４社の新聞）からいずれかの新聞を選択させるための新聞
種類選択ＧＵＩ画像を含んでいる。また、図９に示す新聞種類選択メニューは、この新聞
種類選択メニューを終了させて一つ前のデモンストレーション映像の画面（デモ画面）に
戻すための終了選択ＧＵＩ画像（終了ボタン）を含んでいる。
【００３７】
　図１０は、制御装置１００が表示装置１１０に表示させるメインメニューの例を模式的
に示す図である。図１０に示すメインメニュー５２は、例えば、所望の日付を入力させる
ための日付入力ＧＵＩ画像と、年代一覧から日付を特定させるための年代一覧選択ＧＵＩ
画像と、有名人一覧から日付を特定させるための有名人一覧選択ＧＵＩ画像と、グループ
一覧から日付を特定させるためのグループ一覧選択ＧＵＩ画像とを含む。また、メインメ
ニュー５２は、メインメニュー５２から新聞種類選択メニュー５１に戻すための戻る選択
ＧＵＩ画像（戻るボタン）と、メインメニュー５２を終了させてデモ画面に戻すための終
了選択ＧＵＩ画像（終了ボタン）とを含んでいる。
【００３８】
　図１１は、制御装置１００が表示装置１１０に表示させる日付入力メニューの例を模式
的に示す図である。図１０のメインメニュー５２において日付入力ＧＵＩ画像がタップさ
れると、図１１に示す日付入力メニュー５３が表示される。日付入力メニュー５３は、日
付（例えば、年月日）を数字ボタンのタップにより入力させるメニューである。年号は、
西暦ボタン、平成ボタン、昭和ボタン、対象ボタン、および明治ボタンの中から任意に選
択可能である。また、一旦入力した数字は、削除ボタンを用いることにより削除可能であ
る。日付入力メニュー５３は、次の紙面選択メニュー（後述する）に移行するための次頁
選択画面（次へボタン）を含んでいる。また、日付入力メニュー５３は、日付入力メニュ
ー５３からメインメニュー５２に戻すための戻る選択ＧＵＩ画像（戻るボタン）と、日付
入力メニュー５３を終了させてデモ画面に戻すための終了選択ＧＵＩ画像（終了ボタン）
とを含んでいる。
【００３９】
　図１２は、制御装置１００が表示装置１１０に表示させる年代一覧選択メニューの例を
模式的に示す図である。図１０のメインメニュー５２において年代一覧選択ＧＵＩ画像が
タップされると、図１２に示す年代一覧選択メニュー５４が表示される。年代一覧選択メ
ニュー５４は、例えば、１０年ごとの年代を選択させるためのメニューである。図１２の
年代一覧選択メニュー５４は、「２０１０年代」、「２０００年代」、「１９９０年代」
、および「１９８０年代」の年代ＧＵＩ画像を含んでいる。図１２では、「１９７０年代
」以前のＧＵＩ画像に切り替えるためのページ切替ＧＵＩ画像（もっと見るボタン）を含
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んでいる。また、年代一覧選択メニュー５４は、年代一覧選択メニュー５４からメインメ
ニュー５２に戻すための戻る選択ＧＵＩ画像（戻るボタン）と、年代一覧選択メニュー５
４を終了させてデモ画面に戻すための終了選択ＧＵＩ画像（終了ボタン）とを含んでいる
。
【００４０】
　図１３は、制御装置１００が表示装置１１０に表示させる出来事一覧選択メニューの例
を模式的に示す図である。図１２の年代一覧選択メニュー５４において所望の年代ＧＵＩ
画像がタップされると、図１３に示す当該年代に関係する出来事を示す出来事一覧選択メ
ニュー５５が表示される。例えば、図１２の年代一覧選択メニュー５４において「１９６
０年代」を表す年代ＧＵＩ画像がタップされると、出来事一覧選択メニュー５５には、１
９６０年代における出来事を示す出来事選択ＧＵＩ画像が表示される。図１３では、５項
目目以上の出来事選択ＧＵＩ画像に切り替えるためのページ切替ＧＵＩ画像（もっと見る
ボタン）を含んでいる。また、出来事一覧選択メニュー５５は、出来事一覧選択メニュー
５５から年代一覧選択メニュー５４に戻すための戻る選択ＧＵＩ画像（戻るボタン）と、
出来事一覧選択メニュー５５を終了させてデモ画面に戻すための終了選択ＧＵＩ画像（終
了ボタン）とを含んでいる。
【００４１】
　図１４は、日付を特定した後に制御装置１００が表示装置１１０に表示させる紙面選択
メニューの例を模式的に示す図である。図１４に示す紙面選択メニュー５６は、例えば、
第一面またはテレビ面（番組面）いずれかを選択させるための紙面選択ＧＵＩ画像を含ん
でいる。また、紙面選択メニュー５６は、紙面選択メニュー５６からメインメニュー５２
に戻すための戻る選択ＧＵＩ画像（戻るボタン）と、紙面選択メニュー５６を終了させて
デモ画面に戻すための終了選択ＧＵＩ画像（終了ボタン）とを含んでいる。
【００４２】
　図１５は、制御装置１００が表示装置１１０に表示させるプレビューメニューの例を模
式的に示す図である。図１４の紙面選択メニュー５６においていずれかの紙面選択ＧＵＩ
画像がタップされると、図１５に示すプレビューメニュー５７が表示される。プレビュー
画像５７には、特定された日付を表す日付情報と、新聞種類選択メニュー５１で選択され
た新聞を示す情報と、紙面選択メニュー５６で選択された紙面についてのプレビュー画像
とが含まれる。また、プレビューメニュー５７は、新聞紙面を購入するための購入選択Ｇ
ＵＩ画像（購入ボタン）と、プレビューメニュー５７から紙面選択メニュー５６に戻すた
めの戻る選択ＧＵＩ画像（戻るボタン）と、プレビューメニュー５７を終了させてデモ画
面に戻すための終了選択ＧＵＩ画像（終了ボタン）とを含んでいる。
【００４３】
　図１６は、制御装置１００が表示装置１１０に表示させるレコメンドメニューの例を模
式的に示す図である。図１６のレコメンドメニュー５８には、第２の読出し制御部２１６
が読み出したイベント情報の選択を受け付け可能なイベント選択ＧＵＩ画像が含まれる。
また、レコメンドメニュー５８は、イベント情報を更に表示させるためのＧＵＩ画像（も
っと見るボタン）と、レコメンドメニュー５８から図９の新聞種類選択メニュー５１に戻
すための戻る選択ＧＵＩ画像（戻るボタン）と、レコメンドメニュー５８を終了させてデ
モ画面に戻すための終了選択ＧＵＩ画像（終了ボタン）とを含んでいる。
【００４４】
　次に、本実施形態である新聞紙面印刷装置１０の動作について説明する。
　図１７および図１８は、新聞紙面印刷装置１０の処理手順の例を示すフローチャートで
ある。
　ステップＳ１において、新聞紙面印刷装置１０の制御部２１０は、デモンストレーショ
ン映像（デモ映像）を表示部２３０に表示させる。このデモ映像は、例えば、新聞紙面印
刷装置１０の操作手順や広告を動画やアニメーションで表した映像である。操作入力受付
部２４０がタッチ操作を受け付けるまで、デモ映像は繰り返し表示部２３０に表示される
（ステップＳ２：ＮＯ）。
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【００４５】
　操作入力受付部２４０のいずれかの箇所がタッチされると（ステップＳ２：ＹＥＳ）、
ステップＳ３において、制御部２１０は、例えば図９に示した新聞種類選択メニューを表
示部２３０に表示させる。そして、操作入力受付部２４０は、新聞種類選択ＧＵＩ画像の
タップを受け付ける。いずれかの新聞種類選択ＧＵＩ画像がタップされると、制御部２１
０は、タップされた新聞種類選択ＧＵＩ画像に関係付けられた新聞社識別情報を取得する
。
　次に、ステップＳ４において、制御部２１０は、例えば図１０に示したメインメニュー
を表示部２３０に表示させる。
【００４６】
　次に、ステップＳ５において、操作入力受付部２４０は、日付入力ＧＵＩ画像と、年代
一覧選択ＧＵＩ画像と、有名人一覧選択ＧＵＩ画像と、グループ一覧選択ＧＵＩ画像との
タップを受け付ける。いずれかのＧＵＩ画像がタップされることにより、日付特定部２１
１は、印刷物を生成するための新聞の発刊日を特定する。
【００４７】
　具体的に、例えば、日付特定部２１１は、日付入力ＧＵＩ画像を用いた操作入力受付部
２４０の操作入力に応じて得られる操作情報から新聞の発刊日を特定する。
　または、日付特定部２１１は、年代一覧選択ＧＵＩ画像を用いた操作入力受付部２４０
の操作入力に応じて得られる操作情報から年代を特定する。次に、制御部２１０は、例え
ば、図１３に示した出来事一覧選択メニューを表示部２３０に表示させる。次に、操作入
力受付部２４０は、出来事選択ＧＵＩ画像のタップを受け付ける。いずれかの出来事選択
ＧＵＩ画像がタップされると、日付特定部２１１は、印刷物を生成するための新聞の発行
日を特定する。
　または、日付特定部２１１は、有名人一覧選択ＧＵＩ画像を用いた操作入力受付部２４
０の操作入力に応じて得られる操作情報から有名人を特定する。次に、制御部２１０は、
例えば、有名人一覧選択メニューを表示部２３０に表示させる。次に、操作入力受付部２
４０は、有名人選択ＧＵＩ画像のタップを受け付ける。いずれかの有名人選択ＧＵＩ画像
がタップされると、日付特定部２１１は、印刷物を生成するための新聞の発行日を特定す
る。
　または、日付特定部２１１は、グループ一覧選択ＧＵＩ画像を用いた操作入力受付部２
４０の操作入力に応じて得られる操作情報からグループを特定する。次に、制御部２１０
は、例えば、グループ一覧選択メニューを表示部２３０に表示させる。次に、操作入力受
付部２４０は、グループ選択ＧＵＩ画像のタップを受け付ける。いずれかのグループ選択
ＧＵＩ画像がタップされると、日付特定部２１１は、印刷物を生成するための新聞の発行
日を特定する。
【００４８】
　次に、ステップＳ６において、制御部２１０は、例えば図１４に示した紙面選択メニュ
ーを表示部２３０に表示させる。そして、操作入力受付部２４０は、紙面選択ＧＵＩ画像
のタップを受け付ける。いずれかの紙面選択ＧＵＩ画像がタップされると、制御部２１０
は、タップされた紙面選択ＧＵＩ画像に関係付けられた紙面選択情報を取得する。
【００４９】
　次に、ステップＳ７において、第１の読出し制御部２１５は、日付特定部２１１が特定
した日付を表す日付情報とステップＳ３の処理において取得した新聞社識別情報とステッ
プＳ６の処理において取得した紙面選択情報とをキーとして、新聞データ記憶部２５０か
ら当該キーに該当する新聞データを読み出す。第２の表示制御部２１３は、第１の読出し
制御部２１５が読み出した新聞データを表示部２３０に表示させる。
　次に、ステップＳ８において、操作入力受付部２４０は、購入選択ＧＵＩ画像がタップ
されるまで待機する（ステップＳ８：ＮＯ）。ただし、戻る選択ＧＵＩ画像がタップされ
ると、制御部２１０は、ステップＳ６の処理に戻す。また、終了選択ＧＵＩ画像がタップ
されると、制御部２１０は、ステップＳ１の処理に戻す。



(12) JP 2016-43537 A 2016.4.4

10

20

30

40

50

【００５０】
　購入選択ＧＵＩ画像がタップされると（ステップＳ８：ＹＥＳ）、ステップＳ９におい
て、会計処理部２２０は、釣銭部２８０に貨幣が投入されるまで待機する（ステップＳ９
：ＮＯ）。貨幣が釣銭部２８０に投入されると（ステップＳ９：ＹＥＳ）、ステップＳ１
０において、会計処理部２２０は、釣銭部２８０が取り込んだ貨幣の金額と印刷物の販売
価格の金額とに基づいて会計処理を実行する。なお、おつりがある場合には、おつりに相
当する金額の硬貨を出力するよう釣銭部２８０を制御してもよい。
【００５１】
　次に、ステップＳ１１において、第１の印刷制御部２１８は、ステップＳ７の処理にお
いて第１の読出し制御部２１５が読み出した新聞データを印刷部２７０により印刷させる
。
【００５２】
　次に、ステップＳ１２において、制御部２１０は、例えば図１６に示したレコメンドメ
ニューを表示部２３０に表示させる。具体的に、第２の読出し制御部２１６は、日付特定
部２１１が特定した日付を含む所定の期間内の日付を表す日付情報をキーとして、イベン
ト情報記憶部２６０から当該キーに該当するイベント情報を読み出す。次に、第１の表示
制御部２１２は、操作入力受付部２４０からの、第２の読出し制御部２１６が読み出した
イベント情報の選択を受け付け可能なイベント選択ＧＵＩ画像を表示部２３０に表示させ
る。
【００５３】
　次に、ステップＳ１３において、終了選択ＧＵＩ画像がタップされると（ステップＳ１
３：ＹＥＳ）ステップＳ１の処理に戻し、それ以外の場合（ステップＳ１３：ＮＯ）はス
テップＳ１４の処理に移す。
　ステップＳ１４において、戻る選択ＧＵＩ画像がタップされると（ステップＳ１４：Ｙ
ＥＳ）ステップＳ３の処理に戻し、それ以外の場合（ステップＳ１４：ＮＯ）はステップ
Ｓ１５の処理に移す。
【００５４】
　ステップＳ１５において、日付特定部２１１は、操作入力受付部２４０からのイベント
情報の選択を受け付け可能なイベント選択ＧＵＩ画像を表示部２３０に表示させ、このイ
ベント選択ＧＵＩ画像を用いた操作入力に応じて得られる操作情報からイベントを特定し
、このイベントに関連付けられた新聞の発刊日を特定する。次に、ステップＳ６の処理に
移す。
【００５５】
　以上、詳述したように、本実施形態である新聞紙面印刷装置１０は、操作入力受付部２
４０と、表示部２３０と、印刷部２７０と、新聞の発刊日を表す発刊日情報と新聞の紙面
データとを関係付けて記憶する新聞データ記憶部２５０と、所定のイベントが発生した発
生日を表す発生日情報とイベントを示すイベント情報とを関係付けて記憶するイベント情
報記憶部２６０と、日付を特定する日付特定部２１１と、日付特定部２１１が特定した日
付を表す日付情報をキーとして、新聞データ記憶部２５０からキーに該当する新聞データ
を読み出す第１の読出し制御部２１５と、第１の読出し制御部２１５が読み出した新聞デ
ータを印刷部２７０により印刷させる第１の印刷制御部２１８と、日付情報が示す日付を
含む所定の期間内の日付を表す日付情報をキーとして、イベント情報記憶部２６０からキ
ーに該当するイベント情報を読み出す第２の読出し制御部２１６と、操作入力受付部２４
０からの、第２の読出し制御部２１６が読み出したイベント情報の選択を受け付け可能な
イベント選択ＧＵＩ画像を表示部２３０に表示させる第１の表示制御部２１２と、を備え
る。
【００５６】
　この構成によれば、新聞紙面印刷装置１０は、顧客が特定した日付の新聞の紙面データ
を印刷することができる。また、新聞紙面印刷装置１０は、顧客が特定した前記の日付に
基づいて、イベントが発生した日に発刊された新聞の紙面を顧客に推薦することができる
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。つまり、特別な日（イベントの発生日）に相当する新聞の発刊日を顧客が知らない場合
でも新聞紙面印刷装置１０を利用できる。
【００５７】
　なお、新聞紙面印刷装置１０において、イベント選択ＧＵＩ画像を用いた操作入力に応
じて得られる日付情報をキーとして、新聞データ記憶部２５０からキーに該当する新聞デ
ータを読み出す第３の読出し制御部２１７と、第３の読出し制御部２１７が読み出した新
聞データを印刷部２７０により印刷させる第２の印刷制御部２１９と、を更に備えてもよ
い。
　この構成により、新聞紙面印刷装置１０は、推薦した新聞の紙面が顧客によって選択さ
れることにより、その推薦した新聞の紙面を印刷して提供することができる。
【００５８】
　また、新聞紙面印刷装置１０において、第１の読出し制御部２１５が読み出した新聞デ
ータを表示部２３０に表示させる第２の表示制御部２１３、を更に備えてもよい。また、
新聞紙面印刷装置１０は、第３の読出し制御部２１７が読み出した新聞データを表示部２
３０に表示させる第３の表示制御部２１４、を更に備えてもよい。
　この構成により、顧客は、新聞の紙面を印刷する前にその紙面の内容を確認することが
できる。
【００５９】
　また、新聞紙面印刷装置１０において、イベント情報記憶部２６０は、所定の人物の誕
生日を表す誕生日情報と人物の誕生日であることを表す情報とを関係付けて記憶してもよ
い。
　また、上述した実施形態である制御装置１００の一部の機能をコンピュータで実現する
ようにしてもよい。この場合、その機能を実現するための新聞紙面印刷プログラムをコン
ピュータ読み取り可能な記録媒体に記録し、この記録媒体に記録された新聞紙面印刷プロ
グラムをコンピュータシステムに読み込ませて、このコンピュータシステムが実行するこ
とにより、当該機能を実現してもよい。なお、このコンピュータシステムとは、オペレー
ティングシステム（Ｏｐｅｒａｔｉｎｇ　Ｓｙｓｔｅｍ；ＯＳ）や周辺装置のハードウェ
アを含むものである。また、コンピュータ読み取り可能な記録媒体とは、フレキシブルデ
ィスク、光磁気ディスク、光ディスク、メモリカード等の可搬型記録媒体、コンピュータ
システムに備えられる磁気ハードディスクやソリッドステートドライブ等の記憶装置のこ
とをいう。さらに、コンピュータ読み取り可能な記録媒体とは、インターネット等のコン
ピュータネットワーク、および電話回線や携帯電話網を介してプログラムを送信する場合
の通信回線のように、短時間の間、動的にプログラムを保持するもの、さらには、その場
合のサーバ装置やクライアントとなるコンピュータシステム内部の揮発性メモリのように
、一定時間プログラムを保持するものを含んでもよい。また上記の新聞紙面印刷プログラ
ムは、前述した機能の一部を実現するためのものであってもよく、さらに、前述した機能
をコンピュータシステムにすでに記録されているプログラムとの組み合わせにより実現す
るものであってもよい。
【００６０】
　以上、本発明の実施の形態について図面を参照して詳述したが、具体的な構成はその実
施形態に限られるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲の設計等も含まれる。
【符号の説明】
【００６１】
　１…新聞紙面印刷システム、１０，１０－１～１０－３…新聞紙面印刷装置、１１…筐
体、１２…フレーム、１３…投入排出口、１４…開口部、１５…媒体排出口、１６…パネ
ル、２０…サーバ装置、３０…ネットワーク、１００…制御装置、１１０…表示装置、１
２０…タッチパネル、１３０…印刷機、１４０…釣銭機、２１０…制御部、２１１…日付
特定部、２１２…第１の表示制御部、２１３…第２の表示制御部、２１４…第３の表示制
御部、２１５…第１の読出し制御部、２１６…第２の読出し制御部、２１７…第３の読出
し制御部、２１８…第１の印刷制御部、２１９…第２の印刷制御部、２２０…会計処理部
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、２３０…表示部、２４０…操作入力受付部、２５０…新聞データ記憶部、２６０…イベ
ント情報記憶部、２７０…印刷部、２８０…釣銭部
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