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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　データ受信装置であって、
　放送番組の映像データ、前記放送番組に関連する印刷用データ、及び前記印刷用データ
の属性を示す印刷付加情報が多重化して送信されたテレビジョン放送データを受信する受
信手段と、
　前記受信手段により受信されたテレビジョン放送データから前記印刷付加情報を取得す
る取得手段と、
　前記取得手段で取得された前記印刷付加情報の内容を示す表示データを、前記受信手段
により受信された前記テレビジョン放送データに含まれる前記映像データとともに表示部
に表示させる表示制御手段とを備え、
　前記印刷付加情報は、前記印刷用データを印刷する用紙のサイズを示す情報と、前記印
刷用データを印刷する用紙の枚数を示す情報と、前記印刷用データの種別を示す情報と、
前記印刷用データが送信される時間を特定するための時間情報のうちの少なくとも一つの
情報を含むことを特徴とするデータ受信装置。
【請求項２】
　さらに、ユーザからの印刷指示を受け付ける受付手段と、
　前記受付手段がユーザからの印刷指示を受けたことに応じて、前記受信手段により受信
された前記印刷用データを印刷装置へ出力する印刷制御手段とを備え、
　前記受付手段は、前記受信手段が前記印刷用データを受信している期間は、ユーザから
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の印刷指示を受け付け、前記受信手段が前記印刷用データを受信していない期間は、ユー
ザからの印刷指示を受け付けないことを特徴とする請求項１に記載のデータ受信装置。
【請求項３】
　さらに、ユーザからの蓄積指示を受け付ける受付手段と、
　前記受付手段がユーザからの蓄積指示を受けたことに応じて、前記印刷用データを蓄積
部に蓄積する蓄積制御手段とを備え、
　前記受付手段は、前記受信手段が前記印刷用データを受信している期間は、ユーザから
の蓄積指示を受け付け、前記受信手段が前記印刷用データを受信していない期間は、ユー
ザからの蓄積指示を受け付けないことを特徴とする請求項１に記載のデータ受信装置。
【請求項４】
　さらに、前記受信手段により受信された前記印刷用データを蓄積する蓄積手段と、
　ユーザからの印刷指示を受け付ける受付手段と、
　前記受付手段がユーザからの印刷指示を受けたことに応じて、前記蓄積手段に蓄積され
た前記印刷用データを印刷装置へ出力する印刷制御手段とを備えることを特徴とする請求
項１に記載のデータ受信装置。
【請求項５】
　前記表示制御手段は、前記印刷付加情報の内容を示す表示データが複数存在する場合は
、当該複数の表示データを所定の時間間隔で切り換えて表示部に表示させることを特徴と
する請求項１に記載のデータ受信装置。
【請求項６】
　データ受信方法であって、
　放送番組の映像データ、前記放送番組に関連する印刷用データ、及び前記印刷用データ
の属性を示す印刷付加情報が多重化して送信されたテレビジョン放送データを受信する受
信ステップと、
　前記受信ステップで受信されたテレビジョン放送データから前記印刷付加情報を取得す
る取得ステップと、
　前記取得ステップで取得された前記印刷付加情報の内容を示す表示データを、前記受信
ステップで受信された前記テレビジョン放送データに含まれる前記映像データとともに表
示部に表示させる表示制御ステップとを有し、
　前記印刷付加情報は、前記印刷用データを印刷する用紙のサイズを示す情報と、前記印
刷用データを印刷する用紙の枚数を示す情報と、前記印刷用データの種別を示す情報と、
前記印刷用データが送信される時間を特定するための時間情報のうちの少なくとも一つの
情報を含むことを特徴とするデータ受信方法。
【請求項７】
　さらに、ユーザからの印刷指示を受け付ける受付ステップと、
　前記受付ステップでユーザからの印刷指示を受けたことに応じて、前記受信ステップで
受信された前記印刷用データを印刷装置へ出力する印刷制御ステップとを有し、
　前記受信ステップで前記印刷用データを受信している期間は、前記受付ステップでユー
ザからの印刷指示を受け付け、前記受信ステップで前記印刷用データを受信していない期
間は、前記受付ステップでユーザからの印刷指示を受け付けないことを特徴とする請求項
６に記載のデータ受信方法。
【請求項８】
　さらに、ユーザからの蓄積指示を受け付ける受付ステップと、
　前記受付ステップでユーザからの蓄積指示を受けたことに応じて、前記印刷用データを
蓄積手段に蓄積する蓄積制御ステップとを有し、
　前記受信ステップで前記印刷用データを受信している期間は、前記受付ステップでユー
ザからの蓄積指示を受け付け、前記受信ステップで前記印刷用データを受信していない期
間は、前記受付ステップでユーザからの蓄積指示を受け付けないことを特徴とする請求項
６に記載のデータ受信方法。
【請求項９】
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　さらに、前記受信ステップで受信された前記印刷用データを蓄積する蓄積ステップと、
　ユーザからの印刷指示を受け付ける受付ステップと、
　前記受付ステップでユーザからの印刷指示を受けたことに応じて、前記蓄積手段に蓄積
された前記印刷用データを印刷装置へ出力する印刷制御ステップとを有することを特徴と
する請求項６に記載のデータ受信方法。
【請求項１０】
　前記表示制御ステップにおいて、前記印刷付加情報の内容を示す表示データが複数存在
する場合は、当該複数の表示データを所定の時間間隔で切り換えて表示部に表示させるこ
とを特徴とする請求項６に記載のデータ受信方法。
【請求項１１】
　請求項６から請求項１０までのいずれか１項に記載のデータ受信方法をコンピュータに
実行させるためのプログラムを記憶したコンピュータ読取可能な記憶媒体。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、データ受信装置及び方法、及び記憶媒体に関し、例えば文字、画像、音声、映
像等が多重化されたデータ放送コンテンツを受信し表示及び再生を行うデータ放送受信対
応テレビ放送受像機におけるデータ処理に適用する場合に好適なデータ受信装置及び方法
、及び記憶媒体に関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来、データ放送は、地上波テレビ放送での運用が行われ、衛星デジタル放送においても
本格的に放送が開始されようとしている。これらのデータ放送は、いずれも放送局からデ
ータを放送電波に重畳して放送するものである。受信端末側では、放送電波を受信し蓄積
したデータをパーソナルコンピュータ（以下パソコン）や専用端末に読み込み、汎用ＷＷ
Ｗ（Ｗｏｒｌｄ Ｗｉｄｅ Ｗｅｂ）ブラウザソフトや専用ブラウザソフトで表示するもの
である。
【０００３】
昨今、上記のようなデータ放送サービスを、パソコンだけでなくテレビ受像機でも受信可
能とすることにより、新たなサービスの提供が期待されている。即ち、テレビ受像機自体
にデータ放送の受信機能並びにブラウザソフトを搭載することにより、パソコンを持たな
いユーザでも手軽に様々な情報を閲覧できるようになり、テレビ番組と連動した情報を文
字や画像で表示させるサービスが提供できるようになる。
【０００４】
一例としてデータ放送を利用した新しいニュースサービスが提案されている。これは、テ
レビ受像機側の蓄積装置に予めニュース映像などを記録しておき、文字や画像からなるデ
ータ放送画面を「ニュース項目」としてユーザに提示し、リモコンなどを介してユーザが
選択したニュース項目の映像を再生するといったものである。このようなサービスにより
、従来は決められた時間にしか視聴できなかったニュース番組がいつでも視聴できるよう
になったり、ユーザが視聴したいニュースの項目だけが視聴できるようになるなど、従来
に無かった新しいサービスが提供できるようになる。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、上述した従来技術においては下記のような問題があった。即ち、上述した
ようなデータ放送の受信機能をテレビ受像機に持たせた場合、文字の視認性を高めるため
に、通常、大き目のフォントが使用される。その結果、当然ながら一度に表示できる文字
情報が少なくなり、例えば上述のニュースサービスにおいては、ニュースコンテンツを３
つ乃至５つ分、画面に表示するのがやっとであり、たくさんのニュース項目を要約と写真
と共に表示することが困難であった。
【０００６】
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また、スクロールやページ切り替えなどによって、一度に表示しきれなかった情報を表示
する手段も考えられるものの、ユーザに不要な操作を強いるものであり、パソコンやテレ
ビゲームなどの操作環境に慣れていないユーザのことを考えれば適当とは言えない。
【０００７】
また、放送されている映像番組放送やデータ放送の有益な内容を、プリンタにより紙に印
刷した後で見るようにすることで、ユーザにとって利便性が向上する。その場合、テレビ
受像機をビデオプリンタと接続し、テレビ受像機の表示画面をキャプチャし、印刷するこ
とも考えられるが、上述した通り、文字の視認性を高めるために、通常、大き目のフォン
トが使用されるため、必然的に印刷される文字も大きなものとなってしまい、テレビ画面
と比較して、一般的に文字の視認性が高い紙の利点を活かせなくなってしまうという問題
点がある。
【０００８】
そこで、以上の問題を解消するために、映像番組放送やデータ放送におけるテレビ受像機
表示用のデータと共に、それら放送に関連した、より詳細な画像データ、文字データ等の
印刷用データを重畳して放送し、印刷時にはそのデータを用いて印刷させることも考えら
れるが、その場合には、以下のような要望が出てくる可能性がある。
【０００９】
（１）映像、データ放送番組視聴中に、いつ印刷データが送出されているか、ユーザには
分からない場合もあるため、いつ印刷データが送出されているかをユーザが明確に認識で
きるようにすれば都合がよい。
【００１０】
（２）映像、データ放送番組視聴中に、どのような種類の印刷データが送出されているの
かどうか、ユーザには分からない場合もあるため、どのような種類の印刷データが送出さ
れているのかをユーザが明確に認識できるようにすれば都合がよい。
【００１１】
（３）印刷するとどれくらいのボリュームになるのか、ユーザには分からない場合もある
ため、印刷するとどれくらいのボリュームになるのかをユーザが明確に認識できるように
すれば都合がよい。
【００１２】
本発明は、上述した点に鑑みなされたものであり、データが伝送されているにも関わらず
、印刷できない、印刷できなかったといった事態の発生を防止すると共に、ユーザがプリ
ンタの紙の種類や枚数等を正確に事前準備できるようにしたデータ受信装置及び方法、及
び記憶媒体を提供することを目的とする。
【００１３】
【課題を解決するための手段】
　上記目的を達成するため、本願発明に係るデータ受信装置は、データ受信装置であって
、放送番組の映像データ、前記放送番組に関連する印刷用データ、及び前記印刷用データ
の属性を示す印刷付加情報が多重化して送信されたテレビジョン放送データを受信する受
信手段と、前記受信手段により受信されたテレビジョン放送データから前記印刷付加情報
を取得する取得手段と、前記取得手段で取得された前記印刷付加情報の内容を示す表示デ
ータを、前記受信手段により受信された前記テレビジョン放送データに含まれる前記映像
データとともに表示部に表示させる表示制御手段とを備え、前記印刷付加情報は、前記印
刷用データを印刷する用紙のサイズを示す情報と、前記印刷用データを印刷する用紙の枚
数を示す情報と、前記印刷用データの種別を示す情報と、前記印刷用データが送信される
時間を特定するための時間情報のうちの少なくとも一つの情報を含むことを特徴とする。
【００１４】
　また、本願発明に係るデータ受信方法は、データ受信方法であって、放送番組の映像デ
ータ、前記放送番組に関連する印刷用データ、及び前記印刷用データの属性を示す印刷付
加情報が多重化して送信されたテレビジョン放送データを受信する受信ステップと、前記
受信ステップで受信されたテレビジョン放送データから前記印刷付加情報を取得する取得
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ステップと、前記取得ステップで取得された前記印刷付加情報の内容を示す表示データを
、前記受信ステップで受信された前記テレビジョン放送データに含まれる前記映像データ
とともに表示部に表示させる表示制御ステップとを有し、前記印刷付加情報は、前記印刷
用データを印刷する用紙のサイズを示す情報と、前記印刷用データを印刷する用紙の枚数
を示す情報と、前記印刷用データの種別を示す情報と、前記印刷用データが送信される時
間を特定するための時間情報のうちの少なくとも一つの情報を含むことを特徴とする。
【００１５】
　また、本願発明に係る記憶媒体は、上記データ受信方法の動作をコンピュータに実行さ
せるためのプログラムを記憶したコンピュータ読取可能な記憶媒体であることを特徴とす
る。
【００７７】
【発明の実施の形態】
先ず、本発明の実施の形態を説明する前に、本発明の概要について説明する。本発明は、
デジタル放送波にプリント可能なコンテンツデータが含まれていた場合、映像番組やデー
タ放送番組を表示中のデジタルテレビ受信装置の画面上にメッセージ、マーク、アイコン
を表示し、また、音声メッセージを出力することにより、ユーザに分かり易くその旨を報
知するものである。以下、本発明の実施の形態を図面に基づいて詳細に説明する。
【００７８】
［第１の実施の形態］
図１は本発明の第１実施形態に係るデジタルテレビ受信装置の全体構成を示すブロック図
である。本発明の第１実施形態に係るデジタルテレビ受信装置は、チューナ部１０１、デ
スクランブラ１０２、デマルチプレクサ１０３、ビデオデコーダ１０４、オーディオデコ
ーダ１０５、データストリーム処理部１０６、メモリ１０７、画面構成部１０８、表示制
御部１０９、音声制御部１１０、画像表示部１１２、音声出力部１１３、操作部１１４、
受光部１１５、ＩＣカード制御部１１７、ＣＰＵ１１８、バス１２０、モデム１２１、Ｉ
ＥＥＥ１３９４インタフェース１２２を備えている。図中、符号１１６で示すものはリモ
コン、符号１３２で示すものはプリンタである。
【００７９】
　上記構成を動作と共に詳述すると、デジタルテレビ受信装置１００において、不図示の
アンテナにより受信された信号は、チューナ部１０１に入力される。（ここで、不図示の
アンテナ及びチューナ部１０１は受信手段に相当する。）チューナ部１０１は、入力され
た信号に対して、復調、誤り訂正等の処理を施し、トランスポートストリームと呼ばれる
形式のデジタルデータを生成する。更に、生成したトランスポートストリーム（TS）デー
タをデスクランブラ１０２に出力する。
【００８０】
デスクランブラ１０２は、視聴制限のためのスクランブルがかけられているTSデータがチ
ューナ部１０１より入力された場合、ＩＣカード制御部１１７において生成されるデスク
ランブルのための鍵情報に基づき、スクランブルの解除を行う。ここで、ＩＣカード制御
部１１７は、ユーザの契約情報、及びTSデータに含まれるデスクランブラ用の鍵情報を解
くための鍵情報が格納されているＩＣカードを有する。また、デスクランブラ１０２は、
チューナ部１０１よりスクランブルがかけられていないTSデータを入力した場合には、TS
データをそのままデマルチプレクサ１０３に出力する。
【００８１】
デマルチプレクサ１０３は、デスクランブラ１０２より入力された複数チャンネル分の映
像データ、音声データ、電子番組ガイド（ＥＰＧ）データ、データ放送データ、プリント
コンテンツデータ等が時分割多重されているTSデータの中から、映像・音声・ＥＰＧデー
タ／データ放送データ／プリントコンテンツデータを夫々識別し、取り出しを行う。TSデ
ータは、パケット単位で伝送され、パケットの先頭部分にはPID（Packet Identifier）が
付与されている。
【００８２】
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　デマルチプレクサ１０３は、このPIDを読み取ることで、TSデータの中から必要な映像
データD１、音声データD２、ＥＰＧ／データ放送／プリントコンテンツデータD３の各デ
ータを含むTSパケットの識別、取り出しを行う。また、デマルチプレクサ１０３は、TSデ
ータに含まれるPAT（Program Association Table）を取り出し、取得したPATをバス１２
０を介しＣＰＵ１１８に送出する（ここで、デマルチプレクサ１０３は、取得手段に相当
する）。
【００８３】
ＣＰＵ１１８は、PATを解析することにより、所望のチャンネルに係るPMT（Program Map 
Table）のPIDを認識する。その後、ＣＰＵ１１８は、デマルチプレクサ１０３に対し所望
のPMTの取得要求を行う。デマルチプレクサ１０３は、その要求に従い、TSデータに含ま
れる所望のPMTを取り出し、バス１２０を介しＣＰＵ１１８に、取得したPMTを送出する。
ＣＰＵ１１８は、PMTを解析することにより、所望のチャンネルに係る映像、音声、デー
タ放送データ／プリントコンテンツデータを含むTSパケットのPIDや、映像、音声、デー
タ放送データ／プリントコンテンツデータに関する付属情報を得る。
【００８４】
図２及び図３は本発明の第１の実施の形態に係る検証、説明を行うために試用したTSデー
タに挿入したPMTの一例を示す説明図である。
【００８５】
図２の▲１▼で示す部分は、ISO/IEC １３８１８－１記載事項によるものと同様で、PMT
セクションのヘッダ部分を示すもので、詳細は省略するが、PMTのデータ長を認識するた
めの情報やチャンネル番号が記載されている。
【００８６】
図２の▲２▼で示す部分は、ISO/IEC １３８１８－１記載事項によるものと同様で、詳細
は省略するが、PCR（Program Clock Reference）の値を含むTSパケットのPID等の情報が
記載されている。
【００８７】
図２の▲３▼で示す部分は、ISO/IEC １３８１８－１、社団法人電波産業会（通称ARIB）
における技術資料「BSデジタル放送運用規定」等の記載事項によるものと同様で、該当す
るチャンネルの番組を構成する映像ES（Elementary Stream）についての記述がなされて
いる。尚、stream＿type = ０x０２ は、ISO/IEC １３８１８－２で規定される映像スト
リームであることを示している。上記映像ESを含むTSパケットのPIDは、elementary＿PID
の部分に記述される。stream＿identifier＿descriptor中に記述されるcomponent＿tag =
 ０x００は、この映像ESが現在受信中のチャンネルにおけるデフォルトESであることを示
している。
【００８８】
図２の▲４▼で示す部分は、ISO/IEC １３８１８－１、社団法人電波産業会（通称ARIB）
における技術資料「BSデジタル放送運用規定」等の記載事項によるものと同様で、該当す
るチャンネルの番組を構成する音声ES（Elementary Stream）についての記述がなされて
いる。尚、stream＿type=０x０F は、ISO/IEC １３８１８－７で規定される音声ストリー
ムであることを示している。上記音声ES を含むTSパケットのPIDは、elementary＿PIDの
部分に記述される。stream＿identifier＿descriptor中に記述されるcomponent＿tag = 
０x１０は、この音声ESが現在受信中のチャンネルにおけるデフォルトESであることを示
している。
【００８９】
図３の▲５▼で示す部分は、ISO/IEC １３８１８－１、社団法人電波産業会（通称ARIB）
における技術資料「BSデジタル放送運用規定」等の記載事項によるものと同様で、該当す
るチャンネルに含まれるデータ放送コンテンツについての記述がなされている。尚、stre
am＿type=０x０D は、ISO/IEC １３８１８－６で規定されるデータカルーセルであること
を示している。上記データ放送コンテンツを含むTSパケットのPIDは、elementary＿PIDの
部分に記述される。stream＿identifier＿descriptor中に記述されるcomponent＿tag = 
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０x４０は、このデータ放送コンテンツが現在受信中のチャンネルにおけるデフォルトコ
ンテンツであることを示している。data＿component＿descriptorは、社団法人電波産業
会（通称ARIB）における標準規格「ARIB STD-B１０ BSデジタル放送に使用する番組配列
情報」、「ARIB STD-B２４デジタル放送におけるデータ放送符号化方式と伝送方式」等に
記述されており、データ符号化方式を識別するために使用される。本descriptor（記述子
）に記述されるdata＿component＿idは、データ符号化方式を識別するために使用され、d
ata＿component＿id = ０x０００７は、ARIB-XMLベースマルチメディア符号化方式である
ことを示している。図３の▲６▼で示す部分は、後述する。
【００９０】
上述したPMT記載の情報に従い、デマルチプレクサ１０３は、現在放送中の番組に係る映
像データD１、及び音声データD２を取り出し、それぞれをビデオデコーダ１０４及びオー
ディオデコーダ１０５に出力する。また、デマルチプレクサ１０３は、上述のTSデータよ
りＥＰＧデータ／データ放送データ／プリントコンテンツデータD３を取り出し、データ
ストリーム処理部１０６に入力する。
【００９１】
　先ず、映像データD１について説明する。ビデオデコーダ１０４は、デマルチプレクサ
１０３より入力された映像データD１に対して、MPEG２のデコード処理を施し、復号した
映像データを表示制御部１０９に出力する。表示制御部１０９は、ビデオデコーダ１０４
もしくはリモコン１１６の操作に応じて画面を切り替えたり、多重したりすることにより
、画像表示部１１２に表示させる。（ここで、表示制御部１０９は表示制御手段に相当す
る。）画面構成部１０８については後述する。また、画像表示部１１２は、不図示のモニ
タ及び映像信号入力端子を含む。
【００９２】
次に、音声データD２について説明する。オーディオデコーダ１０５は、デマルチプレク
サ１０３より入力された音声データD２に対して、MPEG２のデコード処理を施し、復号し
た音声データを音声制御部１１０に出力する。音声制御部１１０は、オーディオデコーダ
１０５より入力された音声データに対して、D/A変換の処理を施し、音声出力部１１３に
出力する。また、音声出力部１１３は、不図示のスピーカ及び音声信号入力端子を含む。
【００９３】
次に、データ放送／ＥＰＧデータD３について説明する。電子番組ガイド（ＥＰＧ）デー
タは、社団法人電波産業会（通称ARIB）における標準規格「デジタル放送に使用する番組
配列情報」等で規定されるデータ構造で伝送される。主な構成データとして、現在時刻情
報を伝送するTDT（Time Description Table）又はTOT（Time Offset Table）、編成チャ
ンネルの名称、放送事業者の名称など、編成チャンネルに関する情報を伝送するSDT（Ser
vice Description Table）、番組の名称、放送開始日時、内容の説明など、番組に関する
情報を伝送するEIT（Event Information Table）などが挙げられる。また、TDT又はTOTの
情報は、デジタルテレビ受信装置１００の時計表示、番組予約のための時間管理等にも使
用されることが一般的である。
【００９４】
データ放送データは、ISO/IEC １３８１８－６、社団法人電波産業会（通称ARIB）におけ
る技術資料「BSデジタル放送運用規定」等に規定、記述されているDSM-CCのデータカルー
セル方式により、放送局から繰り返しデジタルデータが送出されてくる。デマルチプレク
サ１０３によって取得されるデータ放送データには、テキスト情報、スクリプト情報、画
像情報、映像・音声データが含まれており、Ｗ３Ｃの規定するＸＭＬ（eXtensible Marku
p Language）によって記述されている。
【００９５】
データ放送／ＥＰＧデータD３は、データストリーム処理部１０６において、テキスト情
報と画像情報からなるＥＰＧデータと、テキスト情報、画像情報、及び映像、音声データ
からなるデータ放送データに復号処理された後、バス１２０を介してメモリ１０７に入力
される。
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ＣＰＵ１１８は、操作部１１４又は受光部１１５を介したリモコン１１６からのデータ放
送表示指示が入力された場合に、メモリ１０７より表示用ＥＰＧデータ、表示用ＸＭＬデ
ータを読み出し、画面構成部１０８に出力する。
【００９６】
画面構成部１０８は、ＣＰＵ１１８によって処理され出力された表示用ＥＰＧデータ、表
示用ＸＭＬデータに基づく映像信号を表示制御部１０９に出力する。表示制御部１０９は
、上述の如く映像画面、ＥＰＧ表示画面、データ放送画面等の切り替え、合成表示を行う
べく、画像表示部１１２に対して映像信号を出力する。
【００９７】
バス１２０には、更にＩＥＥＥ１３９４インタフェース（Ｉ／Ｆ）１２２及びモデム１２
１が接続されており、ＩＥＥＥ１３９４Ｉ／Ｆ１２２は、本デジタルテレビ受信装置に接
続されるプリンタ１３２との間でプロトコル通信、データ送受信を行うために用いられる
。また、モデム１２１は、不図示の電話回線経由でインターネット接続するために用いら
れる。
【００９８】
図４は本発明の第１の実施の形態に係るリモコン１１６の構成例を示す正面図である。本
発明の第１の実施の形態に係るリモコン１１６は、発光部３０１、電源キー３０２、カー
ソルキー３０３、決定ボタン３０４、テンキー３０５、カラーキー３０６、メニューボタ
ン３０７、Ｐボタン３０８を備えている。但し、本図は第１の実施の形態の説明に必要な
機能を実現するための操作を行うボタンを中心に示すものであり、実際のデジタルテレビ
受信装置に必要なボタンはこの限りではない。また、図４に示したものの他に、マウス等
のポインティングデバイスを用いることも可能である。
【００９９】
上記構成を詳述すると、発光部３０１は、リモコン１１６とデジタルテレビ受信装置１０
０の受光部１１５との間で赤外線通信を行うものである。電源キー３０２は、デジタルテ
レビ受信装置１００の電源をＯＮ／ＯＦＦするためのキーである。カーソルキー３０３は
、選択カーソルを上下左右に移動させるためのキーである。決定ボタン３０４は、選択カ
ーソルによって指定されている領域選択の決定を行うためのボタンである。
【０１００】
メニューボタン３０７は、デジタルテレビ受信装置１００の画像表示部１１２にデータ放
送画面を表示するためのボタンである。カラーキー３０６は、例えば左から「赤」「緑」
「青」「黄」と配列されたキーである。テンキー３０５は、デジタルテレビ受信装置１０
０におけるチャンネルの入力や数値等の入力のためのキーである。Ｐボタン３０８につい
ては後述する。
【０１０１】
また、上記ＣＰＵ１１８は、プログラム実行機能を有し、チャンネル選択、電源ＯＮ／Ｏ
ＦＦ等の各操作スイッチを有する操作部１１４もしくはリモコン１１６の操作に応じて、
チューナ部１０１、デスクランブラ１０２、デマルチプレクサ１０３、ビデオデコーダ１
０４、オーディオデコーダ１０５、データストリーム処理部１０６、画面構成部１０８、
表示制御部１０９、及び音声制御部１１０を制御する。
【０１０２】
次に、プリントコンテンツデータについての説明を行う。以下に説明を行うプリントコン
テンツデータの伝送は、ISO/IEC １３８１８や、社団法人電波産業会（通称ARIB）におけ
る標準規格、技術資料において規定、記載されているPSI（Program Specific Informatio
n）、DSM-CC等のテーブル、記述子やそのパラメータを利用、拡張して行っているが、本
発明の第１の実施の形態に係る検証、説明を行うためのみに試用したものである。
【０１０３】
従って、ISO/IEC １３８１８や、社団法人電波産業会（通称ARIB）における標準規格、技
術資料において明確に規定、記載されているものではない。また、プリントコンテンツデ
ータの伝送方法に関しては、この限りではない。デマルチプレクサ１０３によって取得さ
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れるプリントコンテンツデータには、テキスト情報、スクリプト情報、画像情報が含まれ
ており、Ｗ３Ｃの規定するＸＭＬ（eXtensible Markup Language）によって記述されてい
る。
【０１０４】
　デマルチプレクサ１０３は、TSデータに含まれる現在視聴中のチャンネルに係るPMT（P
rogram Map Table）を取得する。取得したPMTは、上述の通り、バス１２０を介しＣＰＵ
１１８に取り込まれる。ＣＰＵ１１８は、取り込んだPMTのセクションシンタックス解析
を行い、プリントコンテンツデータが現在視聴中の番組に付随して伝送されているかどう
かの判別を行う（ここで、ＣＰＵ１１８は、解析手段に相当する）。その判別は、ＣＰＵ
１１８において、上記図３で示したPMTにおける(6)のプリントコンテンツデータに関する
記述があるかどうかで判別を行うこととしている。以下、上記図３の(6)についての説明
を行う。
【０１０５】
上記図３の▲６▼で示す部分は、該当するチャンネルに係るプリントコンテンツデータに
ついての記述を行っている。stream＿type = ０x１Dは、下に示すelementary＿PIDで示す
PID値を有するTSパケットによって、伝送されるデータが印刷用のコンテンツデータであ
ることを示す。elementary＿PID = ０x１F４１は、データカルーセル方式によって伝送さ
れるプリントコンテンツデータや、制御情報を含むTSパケットのPIDが０x１F４１である
ことを示す。ES＿info＿length = ０x００３は、以下に続くコンテンツデータに関する記
述子情報のバイト数が３バイトであることを示す。stream＿identifier＿descriptor中に
記述されるcomponent＿tag = ０x５０は、このプリントコンテンツが現在受信中のチャン
ネルにおけるデフォルトコンテンツであることを示す。
【０１０６】
　ＣＰＵ１１８は、上述の如く記述されたPMTの解析を行い、その中にstream＿type = ０
x１Dが記述されていれば、現在視聴中の番組に付随するプリントコンテンツデータが存在
すると識別し、表示画面上にプリントコンテンツデータの存在を通知する為の表示を行う
。また、ＣＰＵ１１８は、上述の如く記述されたＰＭＴの解析を行い、その中にstream＿
type = ０x１Dが記述されていなかった場合は、表示画面上に後述のＯＳＤ表示は行わな
い。
【０１０７】
　ここで、ＣＰＵ１１８は、画面構成部１０８において、図５及び図６に示す如くプリン
トコンテンツデータの存在を示す為のOSD（On Screen Display）データを構成し、ＯＳＤ
データと番組の映像データとを合成して表示制御部１０９に出力するように各部を制御す
る。
【０１０８】
更に、ＣＰＵ１１８は、ＴＳデータ中、PIDが０x１F４１であるＴＳパケットを抽出して
データストリーム処理部１０６に出力するべくデマルチプレクサ１０３を制御する。デー
タストリーム処理部１０６は、入力されたプリントコンテンツデータに復号処理を施して
メモリ１０７に出力する。また、メモリ１０７は、繰り返し送信されるプリントコンテン
ツデータを常に更新しながら記憶する。
【０１０９】
図５に映像番組視聴中に画像表示部１１２に表示される画面の画面遷移の例を示す。
【０１１０】
図５の（A）で示すものは、現在視聴中の映像番組の表示であり、符号４００で示すもの
は、現在１１３chを視聴していることを示すチャンネル番号表示である。ＣＰＵ１１８か
ら、バス１２０を介して画面構成部１０８にチャンネル番号表示データを送り、画面構成
部１０８において、OSD（On Screen Display）データを構成し、表示制御部１０９におい
て、ビデオデコーダ１０４からの番組映像データとOSDデータを合成し、画像表示部１１
２において表示を行っている。
【０１１１】
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図５の（B）で示すものは、現在視聴中の番組に付随するプリントコンテンツデータが存
在すると識別した場合に、画像表示部１１２に表示される表示画面例である。符号４０１
で示すものは、現在視聴中の１１３chに係るプリントコンテンツデータが存在することを
ユーザに通知するメッセージのOSD表示である。
【０１１２】
図５の（C）で示すものは、現在受信中のTSデータの中にプリントコンテンツデータが存
在すると識別した場合に、画像表示部１１２に表示される表示画面例である。符号４０２
で示すものは、現在視聴中の１１３chに係るプリントコンテンツデータが存在することを
ユーザに通知するマークのOSD表示である。
【０１１３】
図５の（D）で示すものは、現在受信中のTSデータの中にプリントコンテンツデータが存
在すると識別した場合に、画像表示部１１２に表示される表示画面例である。符号４０３
で示すものは、現在視聴中の１１３chに係るプリントコンテンツデータが存在することを
ユーザに通知するアイコンのOSD表示である。
【０１１４】
次に、データ放送番組視聴中に画像表示部１１２に表示される画面の画面遷移の例を図６
に示す。
【０１１５】
図６の（A）で示すものは、現在視聴中のデータ放送の表示であり、符号５００で示すも
のは、現在１１３chを視聴していることを示すチャンネル番号表示である。表示の方法は
、上述と同様である。
【０１１６】
図６の（B）で示すものは、現在受信中のTSデータの中にプリントコンテンツデータが存
在すると識別した場合に、画像表示部１１２に表示される表示画面例である。符号５０１
で示すものは、現在視聴中の１１３chのデータ放送に係るプリントコンテンツデータが存
在することをユーザに通知するメッセージのOSD表示である。
【０１１７】
図６の（C）で示すものは、現在受信中のTSデータの中にプリントコンテンツデータが存
在すると識別した場合に、画像表示部１１２に表示される表示画面例である。符号５０２
で示すものは、現在視聴中の１１３chに係るプリントコンテンツデータが存在することを
ユーザに通知するマークのOSD表示である。
【０１１８】
図６の（D）で示すものは、現在受信中のTSデータの中にプリントコンテンツデータが存
在すると識別した場合に、画像表示部１１２に表示される表示画面例である。符号５０３
で示すものは、現在視聴中の１１３chに係るプリントコンテンツデータが存在することを
ユーザに通知するアイコンのOSD表示である。
【０１１９】
　また、ユーザは、デジタルテレビ受信装置の画像表示部１１２の表示画面上に、上記図
５、上記図６の（B）（C）（D）に示したメッセージ４０１、５０１、マーク４０２、５
０２、アイコン４０３、５０３が表示されている場合に、上記図４で示したリモコン１１
６に装備されているＰボタン３０８を押すことにより、プリントコンテンツデータを印刷
することが可能である（ここで、Ｐボタン３０８は、受付手段に相当する）。上述の通り
、プリントコンテンツデータはＸＭＬデータ形式でメモリ１０７に記憶されており、その
印刷用データ生成処理は、ＣＰＵ１１８において行われる。ＣＰＵ１１８は、メモリ１０
７より入力したプリントコンテンツデータをＸＭＬデータ内で指定されたレイアウト、フ
ォント、色で印刷用データ（例えばビットマップデータ）に変換し、１３９４Ｉ／Ｆ１２
２を介して、プリンタ１３２に出力する（ここで、１３９４Ｉ／Ｆ１２２及びＣＰＵ１１
８は印刷制御手段に相当する）。
【０１２０】
以上説明したように、本発明の第１の実施の形態に係るデジタルテレビ受信装置によれば
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、上記図５、上記図６の（B）（C）（D）に示したメッセージ４０１、５０１、マーク４
０２、５０２、アイコン４０３、５０３を、デジタルテレビ受信装置の画像表示部１１２
を介して視聴中の番組映像、データ放送画面上にOSD表示させることで、ユーザは、現在
視聴中の番組に付随するプリントコンテンツデータが存在することを容易に知ることが可
能となる。
【０１２１】
　また、上記図５、上記図６の（A）の表示状態から、現在受信中のTSデータの中に、プ
リントコンテンツデータが存在すると識別した場合に、ＣＰＵ１１８において音声データ
を作成し、ＣＰＵ１１８からバス１２０を介して音声制御部１１０に音声データを送り、
音声出力部１１３から「プリントコンテンツ送信中です」等の音声メッセージを出力し、
ユーザに通知することも可能である。
【０１２２】
また、ユーザは、音声出力部１１３から「プリントコンテンツ送信中です」等の音声メッ
セージが出力されている場合に、上記図４で示したリモコンに装備されているＰボタン３
０８を押すことにより、プリントコンテンツデータを印刷することが可能である。
【０１２３】
また、上述のメッセージ、マーク、アイコン表示と音声表示を組み合わせ、現在視聴中の
番組に付随するプリントコンテンツデータが存在する旨をユーザに通知し、印刷を促すこ
とも可能であり、より効果的である。
【０１２４】
［第２の実施の形態］
図７は本発明の第２の実施の形態に係るデジタルテレビ受信装置の全体構成を示すブロッ
ク図である。本発明の第２の実施の形態に係るデジタルテレビ受信装置は、チューナ部１
０１、デスクランブラ１０２、デマルチプレクサ１０３、ビデオデコーダ１０４、オーデ
ィオデコーダ１０５、データストリーム処理部１０６、メモリ１０７、画面構成部１０８
、表示制御部１０９、音声制御部１１０、画像表示部１１２、音声出力部１１３、操作部
１１４、受光部１１５、ＩＣカード制御部１１７、ＣＰＵ１１８、バス１２０、モデム１
２１、ＩＥＥＥ１３９４インタフェース１２２、蓄積部１２３を備えている。図中、符号
１１６で示すものはリモコン、符号１３２で示すものはプリンタである。
【０１２５】
また、本発明の第２の実施の形態に係るリモコン１１６は、上記第１の実施の形態と同様
に、発光部３０１、電源キー３０２、カーソルキー３０３、決定ボタン３０４、テンキー
３０５、カラーキー３０６、メニューボタン３０７、Ｐボタン３０８を備えている（上記
図４参照）。
【０１２６】
更に、本発明の第２の実施の形態におけるデジタルテレビ受信装置は、上記第１の実施の
形態におけるデジタルテレビ受信装置の構成に加え、後述の如くプリントコンテンツを蓄
積可能な蓄積部１２３を備えている。。図６中、上記図１と同等の機能を有するものには
同一符号を付すものとする。
【０１２７】
尚、本発明の第２の実施の形態に係るデジタルテレビ受信装置の各部の構成、並びに映像
表示出力、音声出力、ＥＰＧ表示出力、データ放送表示出力に関しては、上記第１の実施
の形態と同様であるので説明を省略する。
【０１２８】
図８は本発明の第２の実施の形態に係る検証、説明を行うために試用したTSデータに挿入
したPMTのうち、上記第１の実施の形態中、図３の▲６▼で示した部分に相当する該当す
るチャンネルに係るプリントコンテンツデータについての記述の一例を示す説明図である
。
【０１２９】
デマルチプレクサ１０３は、TSデータに含まれる現在視聴中のチャンネルに係るPMT（Pro
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gram Map Table）を取得する。取得したPMTは、バス１２０を介しＣＰＵ１１８に取り込
まれる。ＣＰＵ１１８は、取り込んだPMTのセクションシンタックス解析を行い、プリン
トコンテンツデータがTSデータ中に存在するか（送出されているか）どうかの判別を行う
。その判別は、ＣＰＵ１１８において、図８で示したPMTにおけるプリントコンテンツデ
ータに関する記述があるかどうかで判別を行うこととしている。
【０１３０】
図８におけるstream＿type = ０x１Dは、下記のelementary＿PIDで示すPID値を有するTS
パケットによって伝送されるデータが、印刷用のコンテンツであることを示す。elementa
ry＿PID = ０x１F４１は、データカルーセル方式によって伝送されるプリントコンテンツ
データや、制御情報を含むTSパケットのPIDが、０x１F４１であることを示す。ES＿info
＿length = ０x0０Aは、以下に続くコンテンツデータに関する記述子情報のバイト数が１
０バイトであることを示す。stream＿identifier＿descriptor中に記述されるcomponent
＿tag = ０x５０は、このプリントコンテンツが現在受信中のチャンネルにおけるデフォ
ルトコンテンツであることを示す。
【０１３１】
次に、data＿component＿descriptorにおいてプリントコンテンツについての付加情報を
記述するprint＿content＿infoフィールドについて、上記図８並びに図９を参照しながら
説明する。
【０１３２】
transmission＿formatは、プリントコンテンツの伝送方式を示しており、図８中に示す値
”００”は、図９に示す通り、データカルーセル方式及びイベントメッセージ伝送方式が
用いられていることを示している。
【０１３３】
document＿sizeは、プリントコンテンツが印刷される場合に最適な用紙サイズを示してお
り、図８中に示す値”０１００”は、図９に示す通り、A４サイズの印刷用紙を用いるの
が最適であることを示している。
【０１３４】
document＿typeは、送出されているプリントコンテンツの種別（JPEG （Joint Photograp
hic Experts Group）画像、PNG（Portable Network Graphics）画像、テキストデータ等
）を示しており、図８中に示す値”００００”は、図９に示す通り、JPEG画像、PNG画像
、テキストデータ等、複数種類のプリントコンテンツが含まれていることを示している。
【０１３５】
document＿volumeは、上述のdocument＿sizeで示されたサイズの用紙で送出されているプ
リントコンテンツを印刷した場合、合計何枚になるかを１６進数値で示しており、図８中
に示す値”０x０６”は、合計６枚になることを示している。
【０１３６】
content＿storable＿flagは、送出されているプリントコンテンツが、例えば蓄積部１２
３等に蓄積可能なものであるかどうかを示しており、図８中に示す値”０１”は、図９に
示す通り、蓄積可能であることを示している。
【０１３７】
ＣＰＵ１１８は、上述の如く記述されたPMTの解析を行い、その中にstream＿type = ０x
１Dが記述されていれば、現在視聴中の番組に付随するプリントコンテンツデータが存在
すると識別する。その場合、データ放送番組視聴中に画像表示部１１２に表示される画面
の画面遷移の例を図１０に示す。図１０では、データ放送番組視聴中からの画面表示遷移
を示すが、上記第１の実施の形態で示した図５、図６の関係と同様、映像番組視聴中から
の画面遷移とすることも可能である。
【０１３８】
図１０の（A）で示すものは、現在視聴中のデータ放送番組の表示である。符号９００で
示すものは、現在１１３chを視聴していることを示すチャンネル番号表示である。ＣＰＵ
１１８から、バス１２０を介して画面構成部１０８にチャンネル番号表示データを送り、
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画面構成部１０８において、OSD（On Screen Display）データを構成し、表示制御部１０
９において、ビデオデコーダ１０４からの番組映像データとOSDデータを合成し、画像表
示部１１２において表示を行っている。
【０１３９】
図１０の（B）で示すものは、上述の如く、現在受信中のTSデータの中にプリントコンテ
ンツデータが存在すると識別した場合に、画像表示部１１２に表示される表示画面例であ
る。符号９０１で示すものは、現在視聴中の１１３chに係るプリントコンテンツデータが
存在することをユーザに通知するアイコンのOSD表示である。また、符号９０１で示すア
イコンのＯＳＤは後述の図１０（Ｃ）～（Ｆ）に示す如く表示形態が順次変化する。
【０１４０】
図１０の（C）で示すものは、上述の如く、現在プリントコンテンツデータが存在するこ
とをユーザに通知するアイコン表示９０１を拡大したものであり、プリントコンテンツデ
ータ印刷時の最適用紙サイズがA４サイズであることを知らしめている。この表示は、上
述のdocument＿sizeによって決定され、例えば、document＿size =”００１１”の場合は
、アイコン中に”Ａ３”と表示されることになる。
【０１４１】
図１０の（D）で示すものは、上述の如く、現在プリントコンテンツデータが存在するこ
とをユーザに通知するアイコン表示９０１を拡大したものであり、プリントコンテンツデ
ータのコンテンツの種別が、JPEG画像、PNG画像、テキストデータ等、混在していること
を示している。この表示は、上述のdocument＿typeによって決定され、例えば、document
＿type=”０００１”の場合は、アイコン中に”JPEG”と表示されることになる。
【０１４２】
図１０の（E）で示すものは、上述の如く、現在プリントコンテンツデータが存在するこ
とをユーザに通知するアイコン表示９０１を拡大したものであり、プリントコンテンツデ
ータのコンテンツを印刷した場合、合計６枚であることを示している。この表示は、上述
のdocument＿volumeによって決定され、例えば、document＿volume =”０x０A”の場合は
、アイコン中に”１０枚”と表示されることになる。
【０１４３】
図１０の（F）で示すものは、上述の如く、現在プリントコンテンツデータが存在するこ
とをユーザに通知するアイコン表示９０１を拡大したものであり、プリントコンテンツデ
ータのコンテンツが蓄積可能であることを示している。この表示は、上述のcontent＿sto
rable＿flagによって決定され、例えば、content＿storable＿flag=”００”の場合には
、アイコン中に”蓄積不可”と表示されることになる。
【０１４４】
また、ユーザは、表示画面上に図１０の（C）、（D）、（E）に示したアイコンが表示さ
れている時に、リモコン１１６に装備されているＰボタン３０８を押すことにより、プリ
ントコンテンツデータを印刷することが可能である。上述の通り、プリントコンテンツデ
ータはＸＭＬデータ形式でメモリ１０７に記憶されており、その印刷用データ生成処理は
、ＣＰＵ１１８において行われる。ＣＰＵ１１８は、メモリ１０７より入力したプリント
コンテンツデータをＸＭＬデータ内で指定されたレイアウト、フォント、色で印刷用デー
タ（例えばビットマップデータ）に変換し、１３９４Ｉ／Ｆ１２２を介して、プリンタ１
３２に出力する。
【０１４５】
更に、ユーザは、表示画面上に図１０の（F）に示したアイコンが表示されている間に、
リモコン１１６に装備されているＰボタン３０８を押すことにより、プリントコンテンツ
データを蓄積用メモリである蓄積部１２３に保存しておくことが可能である。上述の通り
、プリントコンテンツデータはＸＭＬデータ形式でメモリ１０７に記憶されており、その
印刷用データ生成処理は、ＣＰＵ１１８において行われる。ＣＰＵ１１８は、メモリ１０
７より入力したプリントコンテンツデータをＸＭＬデータ内で指定されたレイアウト、フ
ォント、色で印刷用データ（例えばビットマップデータ）に変換し、バス１２０を介して
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蓄積部１２３に出力する。尚、印刷データは、ＸＭＬで記述された状態のまま蓄積部１２
３に保存することとしてもよい。
【０１４６】
以上説明したように、本発明の第２の実施の形態に係るデジタルテレビ受信装置によれば
、図１０の（C）、（D）、（E）、（F）に示したアイコン表示は、（B）中の９０１で示
した部分に対し順番にOSD表示されるため、ユーザは、容易に、現在視聴中の番組に付随
するプリントコンテンツデータが存在することを知ることが可能となると共に、そのコン
テンツの内容が「A４サイズの用紙で６枚、JPEG画像、PNG画像、テキストデータ等、混在
しており、ファイル蓄積可能である」ことを簡単に知ることが可能となる。それらの情報
を知ることにより、ユーザは、プリンタ１３２によるプリント時に、プリンタ１３２の紙
の種類や枚数等を正確に事前準備することができる。
【０１４７】
また、所望のプリントコンテンツデータを保存可能としたので、番組放送終了後に落ち着
いてプリントアウト処理を行うことができ、番組視聴中に慌ててプリントアウトするか否
かの判断を行う必要がなくなる。　また、本実施形態では、プリントコンテンツデータの
存在を示すＯＳＤ表示にプリントアウトに最適な用紙サイズ等の情報を多重したが、プリ
ントコンテンツデータに係る情報としてはこれに限ることなく、例えば、プリントコンテ
ンツデータの内容情報（料理のレシピ、ニュース等）を多重したり、データの内容情報に
応じてＯＳＤ表示の形態を変更してもよい。
【０１４８】
　更に、例えば、高精彩な画像がプリントコンテンツとして送信されている場合に、その
旨をユーザに通知するようにしてもよい。また、上記図１０（A）の表示状態から、現在
受信中のTSデータの中に、プリントコンテンツデータが存在すると識別した場合に、ＣＰ
Ｕ１１８において音声データを作成し、ＣＰＵ１１８からバス１２０を介して音声制御部
１１０に音声データを送り、音声出力部１１３から「プリントコンテンツ送信中です」、
「Ａ４サイズの用紙を用意して下さい。」等の音声メッセージを出力し、ユーザに通知す
ることも可能である。
【０１４９】
また、ユーザは、音声出力部１１３から「プリントコンテンツ送信中です」、「Ａ４サイ
ズの用紙を用意して下さい。」等の音声メッセージが出力されている場合に、上記図４で
示したリモコンに装備されているＰボタン３０８を押すことにより、プリントコンテンツ
データを印刷することが可能である。
【０１５０】
また、上述のメッセージ、マーク、アイコン表示と音声表示を組み合わせ、現在視聴中の
番組に付随するプリントコンテンツデータが存在する旨やプリントアウトに最適な用紙サ
イズ等をユーザに通知し、印刷を促すことも可能であり、より効果的である。
【０１５１】
［第３の実施の形態］
本発明の第３の実施の形態に係るデジタルテレビ受信装置は、上記第１の実施の形態と同
様に、チューナ部１０１、デスクランブラ１０２、デマルチプレクサ１０３、ビデオデコ
ーダ１０４、オーディオデコーダ１０５、データストリーム処理部１０６、メモリ１０７
、画面構成部１０８、表示制御部１０９、音声制御部１１０、画像表示部１１２、音声出
力部１１３、操作部１１４、受光部１１５、ＩＣカード制御部１１７、ＣＰＵ１１８、バ
ス１２０、モデム１２１、ＩＥＥＥ１３９４インタフェース１２２を備えている（上記図
１参照）。図中、符号１１６で示すものはリモコン、符号１３２で示すものはプリンタで
ある。
【０１５２】
また、本発明の第３の実施の形態に係るリモコン１１６は、上記第１の実施の形態と同様
に、発光部３０１、電源キー３０２、カーソルキー３０３、決定ボタン３０４、テンキー
３０５、カラーキー３０６、メニューボタン３０７、Ｐボタン３０８を備えている（上記
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図４参照）。
【０１５３】
尚、本発明の第３の実施の形態に係るデジタルテレビ受信装置の各部の構成、並びに映像
表示出力、音声出力、ＥＰＧ表示出力、データ放送表示出力に関しては、上記第１の実施
の形態と同様であるので省略する。
【０１５４】
図１１は本発明の第３の実施の形態に係る検証、説明を行うために試用したTSデータに挿
入したPMTのうち、上記第１の実施の形態中、図３の▲６▼で示した部分に相当する該当
するチャンネルに係るプリントコンテンツについての記述の一例を示す説明図である。
【０１５５】
デマルチプレクサ１０３は、TSデータに含まれる現在視聴中のチャンネルに係るPMT（Pro
gram Map Table）を取得する。取得したPMTは、バス１２０を介しＣＰＵ１１８に取り込
まれる。ＣＰＵ１１８は、取り込んだPMTのセクションシンタックス解析を行い、現在視
聴中の番組に付随するプリントコンテンツデータが存在するか（送出されているか）どう
かの判別を行う。その判別は、ＣＰＵ１１８において、図１１で示したPMTにおけるプリ
ントコンテンツデータに関する記述があるかどうかで判別を行うこととしている。
【０１５６】
図１１におけるstream＿type = ０x１Dは、下記のelementary＿PIDで示すPID値を有するT
Sパケットによって伝送されるデータが、印刷用のコンテンツであることを示す。element
ary＿PID = ０x１F４１は、データカルーセル方式によって伝送されるプリントコンテン
ツデータや、制御情報を含むTSパケットのPIDが、０x１F４１であることを示す。ES＿inf
o＿length = ０x０１２は、以下に続くコンテンツデータに関する記述子情報のバイト数
が１８バイトであることを示す。stream＿identifier＿descriptor中に記述されるcompon
ent＿tag = ０x５０は、このプリントコンテンツが現在受信中のチャンネルにおけるデフ
ォルトコンテンツであることを示す。
【０１５７】
次に、data＿component＿descriptorにおいてプリントコンテンツデータの送出時間情報
を記述するprint＿time＿infoフィールドについて説明する。
【０１５８】
start＿timeは、プリントコンテンツデータの送出開始時刻を示しており、日本標準時（
ＪＳＴ）と、修正ユリウス日（ＭＪＤ）による現在日付と、現在時刻を含んでいる。この
フィールドは、ＭＪＤの開１６ビットが１６ビットで符号化され、続く２４ビットが６個
の４ビット２進化１０進数（ＢＣＤ）で符号化される。図１１中に示す値”０xC９BF１２
００００”は、プリントコンテンツデータの送出開始時刻が”２０００年４月１３日 １
２時００分００秒”であることを示している。尚、この符号化方法は、電波産業会（通称
ARIB）における標準規格「デジタル放送に使用する番組配列情報」に規定されているTDT
（Time Description Table）又はTOT（Time Offset Table）において記述されるJST＿tim
eと同様である。
【０１５９】
durationは、プリントコンテンツデータの送出時間を示しており、２４ビットが６個の４
ビット２進化１０進数（ＢＣＤ）で符号化される。図１１中に示す値”０x０１００００
”は、プリントコンテンツデータの送出時間が”１時間０分０秒”であることを示してい
る。
【０１６０】
なお、ここで、プリントコンテンツデータの送出開始時刻は、繰り返し送信されるプリン
トコンテンツデータ中、初回のデータ送信開始時刻であって、送信時間は、繰り返し送信
されるプリントコンテンツデータの初回から最後の回迄の一連のデータ送信時間である。
【０１６１】
ＣＰＵ１１８は、上述の如く記述されたPMTの解析を行い、その中にstream＿type = ０x
１Dが記述されていれば、現在受信中のTSデータの中にプリントコンテンツデータが存在
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すると識別する。その場合、データ放送番組視聴中に画像表示部１１２に表示される画面
の画面遷移の例を図１２に示す。
【０１６２】
図１２の（A）で示すものは、現在視聴中のデータ放送番組の表示である。符号１１００
で示すものは、現在１１３chを視聴していることを示すチャンネル番号表示である。ＣＰ
Ｕ１１８から、バス１２０を介して画面構成部１０８にチャンネル番号表示データを送り
、画面構成部１０８において、OSD（On Screen Display）データを構成し、表示制御部１
０９において、ビデオデコーダ１０４からの番組映像データとOSDデータを合成し、画像
表示部１１２において表示を行っている。
【０１６３】
図１２の（B）で示すものは、上述の如く、現在受信中のTSデータの中にプリントコンテ
ンツデータが存在すると識別した場合に、画像表示部１１２に表示される表示画面例であ
る。符号１１０１で示すものは、現在視聴中の１１３chに係るプリントコンテンツデータ
が存在することをユーザに通知するアイコンのOSD表示である。
【０１６４】
図１２の（C）で示すものは、上述の如く、現在プリントコンテンツデータが存在するこ
とをユーザに通知するアイコン表示１１０１を拡大したものであり、プリントコンテンツ
データが”１０秒後”から送出開始されることを示している。
【０１６５】
ＣＰＵ１１８は、TDT又はTOTで示されている現在時刻情報と、図１１のprint＿time＿inf
oフィールドにおけるstart＿timeに記述されている情報とから、時間差を計算し、図１２
の（C）のアイコンに表示する数字を決定している。例えばTDT又はTOTに記述されている
現在時刻が、”０xC９BF１１５９５０”（=２０００年４月１３日１１時５９分５０秒）
、図１１に示すstart＿timeが、” ０xC９BF１２００００”（=２０００年４月１３日１
２時００分００秒）であった場合に、時間差が１０秒であるため、図１２の（C）の如き
表示を行う。
【０１６６】
その後は、ＣＰＵ１１８が備えるタイマ手段（図示略）により時間カウントを行い、”９
秒後”であれば図１２の（D）、 ”８秒後”であれば図１２の（E） ”７秒後”であれば
図１２の（F）の如く、順次更新し、プリントコンテンツデータの伝送が開始される時刻
まで、即ち”０秒後”までカウント、更新表示を行う。
【０１６７】
上述したようなアイコン表示を行うことにより、ユーザは、プリントコンテンツデータの
伝送が開始される時刻を予め認識することが可能となり、プリンタの用紙等の準備を前も
って行うことが可能となる。尚、本実施形態では時間カウント開始を１０秒前からとした
が、時間カウント開始時刻は任意とすることが可能であり、例えば２０秒前でも１分前で
もよい。
【０１６８】
また、上述の如く伝送が開始されたプリントコンテンツデータが、図１１に示されたdura
tion（プリントコンテンツデータの送出時間）の通りに伝送され（図１１中では１時間と
した）、１時間後にその伝送が終了される場合、データ放送番組視聴中に画像表示部１１
２に表示される画面の画面遷移の例を図１３に示す。
【０１６９】
図１３の（A）で示すものは、現在視聴中のデータ放送番組の表示である。ＣＰＵ１１８
から、バス１２０を介して画面構成部１０８にチャンネル番号表示データを送り、画面構
成部１０８において、OSD（On Screen Display）データを構成し、表示制御部１０９にお
いて、ビデオデコーダ１０４からの番組映像データとOSDデータを合成し、画像表示部１
１２において表示を行っている。
【０１７０】
図１３の（B）で示すものは、上述の如く、プリントコンテンツデータの伝送が終了する
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と識別した場合に、画像表示部１１２に表示される表示画面例である。符号１２０１で示
すものは、現在視聴中の１１３chに係るプリントコンテンツデータの伝送がまもなく終了
することをユーザに通知するアイコンのOSD表示である。
【０１７１】
図１３の（C）で示すものは、上述の如く、プリントコンテンツデータ伝送が終了するこ
とをユーザに通知するアイコン表示１２０１を拡大したものであり、プリントコンテンツ
データが”１０秒後”に伝送終了されることを示している。
【０１７２】
ＣＰＵ１１８は、図１１のprint＿time＿infoフィールドにおけるstart＿timeに記述され
ている情報に記述された送出開始時間から、タイマ手段（図示略）によって時間カウント
を開始し、図１１のprint＿time＿infoフィールドにおけるdurationに記述された時間情
報との時間差により、図１３の（C）のアイコンに表示する数字を決定している。例えば
、図１１に示したdurationが、”０x０１１１００”（=１時間０分０秒）であり、タイマ
手段によってカウントされた時間が５９分５０秒となった場合に、時間差が１０秒である
ため、図１３の（C）の如き表示を行う。
【０１７３】
その後は、ＣＰＵ１１８が備えるタイマ手段（図示略）により、時間カウントを行い、”
９秒後”であれば図１３の（D）、 ”８秒後”であれば図１３の（E） ”７秒後”であれ
ば図１３の（F）の如く、順次更新し、プリントコンテンツデータの伝送が終了される時
刻まで、即ち”０秒後”までカウント、更新表示を行う。尚、本実施形態では時間カウン
ト開始を１０秒前からとしたが、２０秒前でも、１分前でもよい。
【０１７４】
上述したようなアイコン表示を行うことにより、ユーザは、プリントコンテンツデータの
伝送が終了される時刻を予め認識することが可能となり、プリントコンテンツデータの伝
送が終了してしまいプリントコンテンツデータの印刷ができなくなることを防止すること
が可能となる。
【０１７５】
以上説明したように、本発明の第３の実施の形態に係るデジタルテレビ受信装置によれば
、上記アイコン表示により、ユーザは、プリントコンテンツデータの伝送が開始される時
刻を予め認識することが可能となり、プリンタの用紙等の準備を前もって行うことが可能
となる。
【０１７６】
また、上記アイコン表示により、ユーザはプリントコンテンツデータの伝送が終了される
時刻を予め認識することが可能となり、プリントコンテンツデータの伝送が終了してしま
いプリントコンテンツデータの印刷ができなくなることを防止することが可能となる。
【０１７７】
　また、上記図１２（A）若しくは上記図１３（Ａ）の表示状態から、現在受信中のTSデ
ータの中に、プリントコンテンツデータが存在すると識別した場合に、ＣＰＵ１１８にお
いて音声データを作成し、ＣＰＵ１１８からバス１２０を介して音声制御部１１０に音声
データを送り、音声出力部１１３から「プリントコンテンツ送信開始まで１０秒です。」
等の音声メッセージを出力し、ユーザに通知することも可能である。
【０１７８】
また、上述のメッセージ、マーク、アイコン表示と音声表示を組み合わせ、現在視聴中の
番組に付随するプリントコンテンツデータの送信開始及び送信終了のタイミングをユーザ
に通知し、印刷を促すことも可能であり、より効果的である。
【０１７９】
［第４の実施の形態］
本発明の第４の実施の形態に係るデジタルテレビ受信装置は、上記第１の実施の形態と同
様に、チューナ部１０１、デスクランブラ１０２、デマルチプレクサ１０３、ビデオデコ
ーダ１０４、オーディオデコーダ１０５、データストリーム処理部１０６、メモリ１０７
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、画面構成部１０８、表示制御部１０９、音声制御部１１０、画像表示部１１２、音声出
力部１１３、操作部１１４、受光部１１５、ＩＣカード制御部１１７、ＣＰＵ１１８、バ
ス１２０、モデム１２１、ＩＥＥＥ１３９４インタフェース１２２を備えている（上記図
１参照）。図中、符号１１６で示すものはリモコン、符号１３２で示すものはプリンタで
ある。
【０１８０】
また、本発明の第４の実施の形態に係るリモコン１１６は、上記第１の実施の形態と同様
に、発光部３０１、電源キー３０２、カーソルキー３０３、決定ボタン３０４、テンキー
３０５、カラーキー３０６、メニューボタン３０７、Ｐボタン３０８を備えている（上記
図４参照）。
【０１８１】
尚、本発明の第４の実施の形態に係るデジタルテレビ受信装置の各部の構成、並びに映像
表示出力、音声出力、ＥＰＧ表示出力、データ放送表示出力に関しては、上記第１の実施
の形態と同様であるので説明を省略する。
【０１８２】
図１４は本発明の第４の実施の形態に係る、上記第１の実施の形態同様、上述の如く記述
されたPMTの解析を行い、現在視聴中の番組に付随するプリントコンテンツデータが存在
すると識別し、接続されるプリンタ１３２に何らかの問題が生じている場合に、画像表示
部１１２に表示される画面の画面遷移の例を示す説明図である。図１４では、データ放送
番組視聴中からの画面表示遷移を示すが、上記第１の実施の形態で示した図５、図６の関
係と同様、映像番組視聴中からの画面遷移とすることも可能である。
【０１８３】
図１４の（A）で示すものは、現在視聴中のデータ放送番組の表示である。ＣＰＵ１１８
から、バス１２０を介して画面構成部１０８にチャンネル番号表示データを送り、画面構
成部１０８において、OSD（On Screen Display）データを構成し、表示制御部１０９にお
いて、ビデオデコーダ１０４からの番組映像データとOSDデータを合成し、画像表示部１
１２において表示を行っている。
【０１８４】
図１４の（B）で示すものは、上述の如く、現在受信中のTSデータの中にプリントコンテ
ンツデータが存在すると識別し、且つプリンタ１３２に何らかの問題が生じている場合に
、画像表示部１１２に表示される表示画面例である。符号１３０１で示すものは、接続さ
れたプリンタ１３２に何らかの問題が生じている場合にOSD表示されるマークである。本
実施形態における何らかの問題とは、プリンタ１３２が接続されていない、プリンタ１３
２の電源が入っていない、プリンタ１３２のインク切れ、プリンタ１３２の用紙が無い、
紙詰まり状態、等々を想定している。
【０１８５】
図１４の（C）で示すものは、上述の如く、現在受信中のTSデータの中にプリントコンテ
ンツデータが存在すると識別し、且つプリンタ１３２に何らかの問題が生じている場合に
、画像表示部１１２に表示される表示画面例である。符号１３０３で示すものは、プリン
タ１３２が接続されていない場合に、接続を促すためにOSD表示されるアイコンである。
また、符号１３０４で示すものは、プリンタ１３２の電源が入っていない場合に、電源投
入を促すためにOSD表示されるアイコンである。また、符号１３０５で示すものは、プリ
ンタ１３２のインクが切れている場合に、インクの補充を促すためにOSD表示されるアイ
コンである。また、符号１３０６で示すものは、プリンタ１３２に用紙が準備されていな
い場合に、用紙の補充を促すためにOSD表示されるアイコンである。また、符号１３０７
で示すものは、プリンタ１３２に用紙が詰まって正しく印刷できない状態にある場合に、
OSD表示されるアイコンである。
【０１８６】
以上説明したように、本発明の第４の実施の形態に係るデジタルテレビ受信装置によれば
、上述したようなアイコン表示を行うことにより、ユーザは、番組視聴中、プリントコン
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テンツデータが存在する場合に、プリンタ１３２に何らかの問題があることを容易に認識
することが可能となり、プリントコンテンツデータの印刷ができなくなることを防止する
ことが可能となる。
【０１８７】
また、上述したプリンタ１３２における問題を音声のみ或いはアイコン表示と音声を組み
合わせることにより、ユーザに通知する構成としても同様の効果を得ることが可能である
。
【０１８８】
［第５の実施の形態］
本発明の第５の実施の形態に係るデジタルテレビ受信装置は、上記第１の実施の形態と同
様に、チューナ部１０１、デスクランブラ１０２、デマルチプレクサ１０３、ビデオデコ
ーダ１０４、オーディオデコーダ１０５、データストリーム処理部１０６、メモリ１０７
、画面構成部１０８、表示制御部１０９、音声制御部１１０、画像表示部１１２、音声出
力部１１３、操作部１１４、受光部１１５、ＩＣカード制御部１１７、ＣＰＵ１１８、バ
ス１２０、モデム１２１、ＩＥＥＥ１３９４インタフェース１２２を備えている（上記図
１参照）。図中、符号１１６で示すものはリモコン、符号１３２で示すものはプリンタで
ある。
【０１８９】
また、本発明の第５の実施の形態に係るリモコン１１６は、上記第１の実施の形態と同様
に、発光部３０１、電源キー３０２、カーソルキー３０３、決定ボタン３０４、テンキー
３０５、カラーキー３０６、メニューボタン３０７、Ｐボタン３０８を備えている（上記
図４参照）。
【０１９０】
尚、本発明の第５の実施の形態に係るデジタルテレビ受信装置の各部の構成、並びに映像
表示出力、音声出力、ＥＰＧ表示出力、データ放送表示出力に関しては、上記第１の実施
の形態と同様であるので説明を省略する。
【０１９１】
図１５は本発明の第５の実施の形態に係る、映像番組視聴中において、現在視聴中の番組
に付随するデータ放送及びプリントコンテンツデータが存在すると識別した場合に、画像
表示部１１２に表示される画面の画面遷移の例を示す説明図である。
【０１９２】
図１５の（A）で示すものは、現在視聴中の映像番組の表示である。
【０１９３】
図１５の（B）で示すものは、現在視聴中の番組に付随するデータ放送とプリントコンテ
ンツデータが存在すると識別した場合に、画像表示部１１２に表示される表示画面例であ
る。符号１５０１で示すものは、映像番組視聴中にデータ放送、プリントコンテンツデー
タが存在することをユーザに通知するメッセージのOSD表示である。
【０１９４】
図１５の（C）で示すものは、現在視聴中の番組に付随するデータ放送とプリントコンテ
ンツデータが存在すると識別した場合に、画像表示部１１２に表示される表示画面例であ
る。符号１５０２で示すものは、映像番組視聴中にデータ放送、プリントコンテンツデー
タが存在することをユーザに通知するマークのOSD表示である。
【０１９５】
図１５の（D）で示すものは、現在視聴中の番組に付随するデータ放送とプリントコンテ
ンツデータが存在すると識別した場合に、画像表示部１１２に表示される表示画面例であ
る。符号１５０３で示すものは、映像番組視聴中にデータ放送、プリントコンテンツデー
タが存在することをユーザに通知するアイコンのOSD表示である。
【０１９６】
上記画像表示部１１２における１５０１、１５０２、１５０３の表示部分に、上記実施形
態で述べた、用紙サイズ、プリントコンテンツの種別、印刷枚数、蓄積の可、不可を知ら
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しめるアイコンを表示させることも可能である。その例を図１６の（A）に示す。
【０１９７】
また、現在視聴中の番組に付随するデータ放送に係るプリントコンテンツデータが送出さ
れる予定であると識別した場合、上記画像表示部１１２における１５０１、１５０２、１
５０３の表示部分に、上記実施形態で述べたプリントコンテンツデータ送出開始までの時
間を知らしめるアイコンを表示させることも可能である。その例を図１６の（B）に示す
。尚、図示しないが、上記実施形態で述べたプリントコンテンツ送出終了までの時間を知
らしめるアイコン表示を図１６（B）と同様に表示可能であることは言うまでも無い。
【０１９８】
また、受信中のTSデータの中に、データ放送番組、プリントコンテンツデータが存在する
と識別し、且つプリンタ１３２に何らかの問題が生じている場合に、上記画像表示部１１
２における１５０１、１５０２、１５０３の表示部分に、上記実施形態で述べた、アイコ
ンを表示させ、プリンタ１３２に生じている問題をユーザに知らしめることも可能である
。インク切れの場合の表示例を図１６の（C）に示す。
【０１９９】
以上説明したように、本発明の第５の実施の形態に係るデジタルテレビ受信装置によれば
、データが伝送されているにも関わらず、印刷できない、印刷できなかったといった事態
の発生を防止することができると共に、ユーザがプリンタの紙の種類や枚数等を正確に事
前準備することができる。
【０２００】
また、上述したデータ放送及びプリントコンテンツデータの存在やプリンタ１３２におけ
る問題等を音声のみ或いはアイコン表示と音声を組み合わせることにより、ユーザに通知
する構成としても同様の効果を得ることが可能である。
【０２０１】
［他の実施の形態］
上記各実施形態においては、デジタルテレビ受信装置に接続し印刷を行う機器としてプリ
ンタを例に挙げ説明したが、本発明は、これに限定されるものではなく、印刷を行う機器
をファクシミリ装置としても同様の効果を得ることが可能である。
【０２０２】
また、上記各実施形態においては、デジタルテレビ受信装置に接続し印刷を行う機器とし
てプリンタを例に挙げ説明したが、本発明は、これに限定されるものではなく、印刷を行
う機器をスキャナ機能・プリンタ機能・ファクシミリ機能を有する複合機（ＭＦＰ）とし
ても同様の効果を得ることが可能である。
【０２０３】
また、上記各実施形態においては、印刷を行う機器をデジタルテレビ受信装置とは別構成
とし、ＩＥＥＥ１３９４インタフェースを介し接続する場合を例に挙げ説明したが、本発
明は、これに限定されるものではなく、印刷を行う機器をデジタルテレビ受信装置と一体
化する構成としても同様の効果を得ることが可能である。
【０２０４】
尚、本発明は、複数の機器から構成されるシステムに適用しても、１つの機器からなる装
置に適用してもよい。上述した実施形態の機能を実現するソフトウエアのプログラムコー
ドを記憶した記憶媒体等の媒体をシステム或いは装置に供給し、そのシステム或いは装置
のコンピュータ（またはＣＰＵやＭＰＵ）が記憶媒体等の媒体に格納されたプログラムコ
ードを読み出し実行することによっても、達成されることは言うまでもない。
【０２０５】
この場合、記憶媒体等の媒体から読み出されたプログラムコード自体が上述した実施形態
の機能を実現することになり、そのプログラムコードを記憶した記憶媒体等の媒体は本発
明を構成することになる。プログラムコードを供給するための記憶媒体等の媒体としては
、例えば、フロッピーディスク、ハードディスク、光ディスク、光磁気ディスク、ＣＤ－
ＲＯＭ、ＣＤ－Ｒ、磁気テープ、不揮発性のメモリカード、ＲＯＭ、或いはネットワーク
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を介したダウンロードなどを用いることができる。
【０２０６】
また、コンピュータが読み出したプログラムコードを実行することにより、上述した実施
形態の機能が実現されるだけでなく、そのプログラムコードの指示に基づき、コンピュー
タ上で稼動しているＯＳなどが実際の処理の一部または全部を行い、その処理によって上
述した実施形態の機能が実現される場合も含まれることは言うまでもない。
【０２０７】
更に、記憶媒体等の媒体から読み出されたプログラムコードが、コンピュータに挿入され
た機能拡張ボードやコンピュータに接続された機能拡張ユニットに備わるメモリに書き込
まれた後、そのプログラムコードの指示に基づき、その機能拡張ボードや機能拡張ユニッ
トに備わるＣＰＵなどが実際の処理の一部または全部を行い、その処理によって上述した
実施形態の機能が実現される場合も含まれることは言うまでもない。
【０２０８】
図１８は本発明のデータ受信／出力方法を実行するプログラム及び関連データが記憶媒体
からコンピュータ等の装置に供給される概念例を示す説明図である。本発明のデータ受信
／出力方法を実行するプログラム及び関連データは、フロッピーディスクやＣＤ－ＲＯＭ
等の記憶媒体１８１をコンピュータ等の装置１８２に装備された記憶媒体ドライブの挿入
口１８３に挿入することで供給される。その後、本発明のデータ受信／出力方法を実行す
るプログラム及び関連データを、記憶媒体１８１から一旦ハードディスクにインストール
しハードディスクからＲＡＭにロードするか、或いはハードディスクにインストールせず
に直接ＲＡＭにロードすることで、当該プログラム及び関連データを実行することが可能
となる。
【０２０９】
この場合、本発明の第１～第５の実施の形態に係るデジタルテレビ受信装置において、本
発明のデータ受信／出力方法を実行するプログラムを実行させる場合は、例えば上記図１
８を参照して説明したようなコンピュータ等の装置を介してデジタルテレビ受信装置に当
該プログラム及び関連データを供給するか、或いはデジタルテレビ受信装置に予め当該プ
ログラム及び関連データを格納しておくことで、プログラム実行が可能となる。
【０２１０】
図１７は本発明のデータ受信／出力方法を実行するプログラム及び関連データを記憶した
記憶媒体の記憶内容の構成例を示す説明図である。記憶媒体は、例えばボリューム情報１
７１、ディレクトリ情報１７２、プログラム実行ファイル１７３、プログラム関連データ
ファイル１７４等の記憶内容で構成される。本発明のデータ受信／出力方法を実行するプ
ログラムは、上述した制御手順に基づきプログラムコード化されたものである。
【０２１１】
【発明の効果】
以上説明したように、本発明によれば、、視聴者は容易に現在視聴中の番組に付随するプ
リントコンテンツデータが存在するか否かをを知ることが可能となり、プリントコンテン
ツデータが伝送されているにも関わらず、印刷できない、印刷できなかったといった事態
の発生を防止することが可能となる。
【０２１２】
また、容易にプリントコンテンツデータに係る情報を知ることができ、視聴者はプリンタ
の用紙の種類や枚数等を正確に事前準備することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の第１、第３、第４、第５の実施の形態に係るデジタルテレビ受信装置の
全体構成を示すブロック図である。
【図２】本発明の第１の実施の形態に係る検証、説明を行うために試用したTSデータに挿
入したPMTの一例を示す説明図である。
【図３】本発明の第１の実施の形態に係る検証、説明を行うために試用したTSデータに挿
入したPMTの一例を示す説明図である。
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【図４】本発明の第１の実施の形態に係るリモコンの一例を示す説明図である。
【図５】本発明の第１の実施の形態に係るデジタルテレビ受信装置の画面遷移の第一の例
を示す説明図である。
【図６】本発明の第１の実施の形態に係るデジタルテレビ受信装置の画面遷移の第二の例
を示す説明図である。
【図７】本発明の第２の実施の形態に係るデジタルテレビ受信装置の全体構成を示すブロ
ック図である。
【図８】本発明の第２の実施の形態に係る検証、説明を行うために試用したTSデータに挿
入したPMTの一部を示す説明図である。
【図９】本発明の第２の実施の形態に係るprint＿content＿infoフィールドを示す説明図
である。
【図１０】本発明の第２の実施の形態に係るデジタルテレビ受信装置の画面遷移の例を示
す説明図である。
【図１１】本発明の第３の実施の形態に係る検証、説明を行うために試用したTSデータに
挿入したPMTの一部を示す説明図である。
【図１２】本発明の第３の実施の形態に係るデジタルテレビ受信装置の画面遷移の第一の
例を示す説明図である。
【図１３】本発明の第３の実施の形態に係るデジタルテレビ受信装置の画面遷移の第二の
例を示す説明図である。
【図１４】本発明の第４の実施の形態に係るデジタルテレビ受信装置の画面遷移の例を示
す説明図である。
【図１５】本発明の第５の実施の形態に係るデジタルテレビ受信装置の画面遷移の例を示
す説明図である。
【図１６】本発明の第５の実施の形態に係るアイコン表示例を示す説明図である。
【図１７】本発明のデータ受信／出力方法を実行するプログラム及び関連データを記憶し
た記憶媒体の記憶内容の構成例を示す説明図である。
【図１８】本発明のデータ受信／出力方法を実行するプログラム及び関連データが記憶媒
体からコンピュータ等の装置に供給される概念例を示す説明図である。
【符号の説明】
１０１　チューナ部
１０３　デマルチプレクサ
１０９　表示制御部
１１０　音声制御部
１１２　画像表示部
１１３　音声出力部
１１８　ＣＰＵ
１２３　蓄積部
１３２　プリンタ



(23) JP 4164227 B2 2008.10.15

【図１】 【図２】

【図３】 【図４】



(24) JP 4164227 B2 2008.10.15

【図５】 【図６】

【図７】 【図８】



(25) JP 4164227 B2 2008.10.15

【図９】 【図１０】

【図１１】 【図１２】



(26) JP 4164227 B2 2008.10.15

【図１３】 【図１４】

【図１５】 【図１６】



(27) JP 4164227 B2 2008.10.15

【図１７】

【図１８】



(28) JP 4164227 B2 2008.10.15

10

20

フロントページの続き

(51)Int.Cl.                             ＦＩ                                                        
   Ｈ０４Ｎ   5/76     (2006.01)           　　　　           　　　　          　　　　　
   Ｈ０４Ｎ   7/16     (2006.01)           　　　　           　　　　          　　　　　

(72)発明者  柴宮　芳和
            東京都大田区下丸子３丁目３０番２号　キヤノン株式会社内

    審査官  西谷　憲人

(56)参考文献  特開平１１－２３７９６６（ＪＰ，Ａ）
              特開２０００－０２３１１４（ＪＰ，Ａ）
              特開平０８－１１６５２０（ＪＰ，Ａ）
              特開平１１－１１２９１４（ＪＰ，Ａ）
              特開平１０－２２９５６４（ＪＰ，Ａ）
              特開２０００－０９２４１６（ＪＰ，Ａ）
              特開平１１－３４１４２３（ＪＰ，Ａ）

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              H04N   7/025-7/088
              H04N   7/16-7/173
              H04N   5/44-5/46
              H04N   1/00,5/76


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

