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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　画像を編集可能なＰＣ（Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｃｏｍｐｕｔｅｒ）と、このＰＣを介して
、ジャケットやラベル（以下、ラベルという）用の画像を印刷可能なプリンタに接続され
た録画装置とを含み、
　前記録画装置は、
　テレビジョン番組（以下、番組という）、及びこの番組に対応する番組情報を含む番組
放送を受信するチューナと、
　前記チューナにより受信された前記番組、及び前記番組情報を記録可能なＤＶＤ（Ｄｉ
ｇｉｔａｌ　Ｖｅｒｓａｔｉｌｅ　Ｄｉｓｋ）と、
　ユーザが装置各部の操作を行うためのボタンを有する操作手段と、
　装置各部を制御する制御手段とを備え、
　前記ＰＣは、
　ユーザが画像編集の操作を行うためのＰＣ操作手段と、
　装置各部を制御するＰＣ制御手段とを備えたプリントシステムにおいて、
　前記録画装置は、
　ユーザによる前記操作手段の操作に基づいて、前記ＤＶＤに記録する前記番組及びこの
番組に対応する前記番組情報と、ユーザが前記操作手段を用いて入力した入力情報とを、
編集する画像情報編集手段と、
　前記画像情報編集手段により編集されたデータから、ＤＶＤを収納するケースへ入れる
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ラベル用の画像を生成する画像生成手段と、
　前記画像生成手段により生成された画像へのリンク情報、前記番組情報、及び前記入力
情報を含むＸＭＬ（Ｅｘｔｅｎｓｉｂｌｅ　Ｍａｒｋｕｐ　Ｌａｎｇｕａｇｅ）データを
生成するＸＭＬデータ生成手段と、
　前記ＸＭＬデータ生成手段により生成されたＸＭＬデータを前記ＰＣに送信するための
ＸＭＬデータ送信手段とをさらに備え、
　前記ＰＣは、
　前記録画装置から受信した前記ＸＭＬデータに基づく画像をユーザが編集するためのＰ
Ｃ画像編集手段と、
　前記ＰＣ画像編集手段により編集された画像を前記プリンタに送信するためのＰＣ画像
送信手段とをさらに備えていることを特徴とするプリントシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、録画装置、及びこの録画装置を含むプリントシステムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、例えばハードディスクレコーダ等の録画装置に記録されたテレビジョン番組（以
下、番組という）をＤＶＤ－Ｒ（Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｖｅｒｓａｔｉｌｅ　Ｄｉｓｋ　Ｒｅ
ｃｏｒｄａｂｌｅ）等の記録媒体に記録することが多い。このとき、ユーザは、番組の番
組名や出演者等の情報から構成される画像を、記録媒体を収納するケースに入れるジャケ
ットやラベル等（以下、ラベルという）にプリンタを用いて印刷し、ラベルを見るだけで
記録媒体に記録されている番組が分かるようにすることがある。そこで、番組の内容に相
応したテンプレートを用いてラベル用の画像を自動的に生成し、生成した画像をプリンタ
に送信する録画装置が知られている（例えば、特許文献１参照）。しかし、この録画装置
には、録画装置側で入力した情報をラベル用の画像に反映することができないという問題
がある。そのため、どうしても録画装置側で入力した情報をラベル用の画像に反映したい
場合には、ユーザは、録画装置が生成したラベル用の画像をＰＣ等に転送し、ＰＣ等を用
いて上記の情報を入力することにより所望の画像を得る必要があるので、画像の編集に手
間がかかるという問題がある。また、ユーザは、番組と、この番組に対応するＥＰＧ（Ｅ
ｌｅｃｔｒｏｎｉｃ　Ｐｒｏｇｒａｍ　Ｇｕｉｄｅ）等の番組情報とを記録媒体に記録す
ることが多いので、この番組情報を用いてラベル用の画像を生成し、ラベル生成の手間を
軽減したいという要望がある。けれども、特許文献１に記載の録画装置では、番組情報を
ラベル用の画像に反映することができない。
【０００３】
　また、画像の編集処理を行う編集手段を備え、ユーザが編集した画像をプリンタに送信
する録画装置が知られている（例えば、特許文献２、３参照）。しかし、この種の録画装
置では、番組情報を用いて画像を生成し、生成した画像をラベルに印刷する具体的な仕組
みは開示されていない。また、ビデオカメラやデジタルカメラ等から受信した静止画等の
画像データと共に、印刷設定コマンドをプリンタに対して送信するＡＶモニタ装置が知ら
れている（例えば、特許文献４参照）。しかし、このＡＶモニタ装置では、上記問題を解
決できない。
【特許文献１】特開２００３－１３４４４７号公報
【特許文献２】特開２００５－１９１６２２号公報
【特許文献３】特開２００３－３３３５６８号公報
【特許文献４】特開２００３－３０６７５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　本発明は、上述した問題点を解決するためになされたものであり、録画装置側で入力し
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た情報や番組情報を用いてラベル用の画像を生成することができると共に、外部装置に画
像を転送することなしに画像を編集することができ、画像を編集する手間を軽減させるこ
とができる録画装置、及びこの録画装置を含むプリントシステム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】
　上記目的を達成するために請求項１の発明は、画像を編集可能なＰＣ（Ｐｅｒｓｏｎａ
ｌ　Ｃｏｍｐｕｔｅｒ）と、このＰＣを介して、ジャケットやラベル（以下、ラベルとい
う）用の画像を印刷可能なプリンタに接続された録画装置とを含み、前記録画装置は、テ
レビジョン番組（以下、番組という）、及びこの番組に対応する番組情報を含む番組放送
を受信するチューナと、前記チューナにより受信された前記番組、及び前記番組情報を記
録可能なＤＶＤ（Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｖｅｒｓａｔｉｌｅ　Ｄｉｓｋ）と、ユーザが装置各
部の操作を行うためのボタンを有する操作手段と、装置各部を制御する制御手段とを備え
、前記ＰＣは、ユーザが画像編集の操作を行うためのＰＣ操作手段と、装置各部を制御す
るＰＣ制御手段とを備えたプリントシステムにおいて、前記録画装置は、ユーザによる前
記操作手段の操作に基づいて、前記ＤＶＤに記録する前記番組及びこの番組に対応する前
記番組情報と、ユーザが前記操作手段を用いて入力した入力情報とを、編集する画像情報
編集手段と、前記画像情報編集手段により編集されたデータから、ＤＶＤを収納するケー
スへ入れるラベル用の画像を生成する画像生成手段と、前記画像生成手段により生成され
た画像へのリンク情報、前記番組情報、及び前記入力情報を含むＸＭＬ（Ｅｘｔｅｎｓｉ
ｂｌｅ　Ｍａｒｋｕｐ　Ｌａｎｇｕａｇｅ）データを生成するＸＭＬデータ生成手段と、
前記ＸＭＬデータ生成手段により生成されたＸＭＬデータを前記ＰＣに送信するためのＸ
ＭＬデータ送信手段とをさらに備え、前記ＰＣは、前記録画装置から受信した前記ＸＭＬ
データに基づく画像をユーザが編集するためのＰＣ画像編集手段と、前記ＰＣ画像編集手
段により編集された画像を前記プリンタに送信するためのＰＣ画像送信手段とをさらに備
えているものである。
【発明の効果】
【０００８】
　請求項１に記載の発明によれば、録画装置は、ユーザによる操作手段の操作に基づいて
、ＤＶＤに記録する番組及びこの番組に対応する番組情報と、ユーザが操作手段を用いて
入力した入力情報とを編集し、編集したデータからラベル用の画像を生成し、この画像に
対応するＸＭＬデータをＰＣに送信する。そして、ＰＣは、録画装置から受信したＸＭＬ
データに基づく画像を編集し、編集された画像をプリンタに送信する。そのため、録画装
置が番組情報と入力情報とを用いてラベル用の画像を生成することができるので、従来と
異なり、ユーザは録画装置が生成したラベル用の画像をＰＣ等の外部装置に転送して番組
情報と入力情報を再度入力する必要がなく、画像を編集する手間を軽減させることができ
る。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
　以下、本発明の第１の実施形態に係る録画装置について、図１、及び図２を参照して説
明する。図１は、テレビジョン番組（以下、番組という）を記録可能な録画装置１と、こ
の録画装置１に、映像ケーブルと音声ケーブルとが１本にまとまったＡＶケーブル３を介
して接続されるテレビ２と、この録画装置１に伝送ケーブル５を介して接続されるプリン
タ４とから構成されるプリントシステム１００の外観を示す。図２は、録画装置１の内部
構成を示す。録画装置１は、いわゆるハードディスクレコーダであって、内部に実装され
たハードディスク（以下、ＨＤＤという）１５に番組を記録し、記録した番組をＤＶＤ－
Ｒ等の記録媒体に記録する。録画装置１は、リモコン６（操作手段）により操作される。
テレビ２は、映像を表示するディスプレイ２１と、音声を出力するスピーカ２３と、装置
を操作するための複数のボタン２２とを備えており、ＡＶケーブル３を介して録画装置１
から受信した映像をディスプレイ２１に、音声をスピーカ２３にそれぞれ出力する。プリ
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ンタ４は、伝送ケーブル５を介して録画装置１から受信した画像を、ＤＶＤ－Ｒ等を収納
するケースへ入れるジャケットやラベル（以下、ラベルという）用の用紙４１に印刷する
ものである。
【００１１】
　録画装置１は、図２に示すように、番組及びＥＰＧ等の番組情報を受信するチューナ部
１１と、各種情報を記録可能なＨＤＤ１５と、各種情報を記録可能なＤＶＤ－Ｒ１６ａを
装着する装着部１６と、装着部１６に装着されたＤＶＤ－Ｒ１６ａからデータの読み込み
及び書き込みを行うアクセス部１８と、装置各部を制御する制御用マイコン１０とを備え
る。また、録画装置１は、制御用マイコン１０の動作プログラムを記録するためのＲＯＭ
１２と、リモコン６から送信された信号を受光し、制御用マイコン１０へ出力するリモコ
ン信号受信部１７と、ＡＶケーブル３に映像信号及び音声信号を出力する出力部１４と、
伝送ケーブル５に画像及び印刷コマンド等のデータを出力するケーブルインタフェース１
３とをさらに備える。ＨＤＤ１５、及びＤＶＤ－Ｒ１６ａには、番組及び番組情報と、入
力情報とを記録することができる。リモコン６は、録画装置１の装置各部の操作や、記録
媒体に記録する番組情報、例えば、番組のタイトル名や出演者等の情報の入力を行うため
のボタン６１等を有する。装着部１６に装着することができる記録媒体は、ＤＶＤ－Ｒ１
６ａに限られず、例えば、ブルーレイディスク（Ｂｌｕ－ｒａｙ　Ｄｉｓｃ）、ＨＤ　Ｄ
ＶＤ（Ｈｉｇｈ　Ｄｅｆｉｎｉｔｉｏｎ　ＤＶＤ）、ＤＶＤ－ＲＷ（Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｖ
ｅｒｓａｔｉｌｅ　Ｄｉｓｃ－ＲｅＷｒｉｔａｂｌｅ）等であってもよい。
【００１２】
　制御用マイコン１０は、請求項における画像編集手段、画像生成手段、及び画像送信手
段として機能する。
【００１３】
　次に、プリントシステム１００におけるラベル用画像の印刷処理について、図３を参照
して説明する。ユーザがリモコン６を操作することにより、ＨＤＤ１５に記録された番組
の中からラベル用の画像を生成したい番組を選択すると、制御用マイコン１０が、ユーザ
によるリモコン６の操作に基づいて、番組及びこの番組に対応する番組情報と、ユーザに
よる入力情報とを編集する（Ｓ１）。具体的には、番組情報と、選択された番組中のシー
ンカット画像と、ユーザがＨＤＤ１５に記録する番組に対して入力した入力情報とから、
ラベル用画像に配置する位置や挿入する文字の編集を行う。ここで、番組情報とは、ＥＰ
Ｇに含まれる番組名、番組記述、ジャンル、番組内容、及び出演者等の情報である。入力
情報とは、ユーザが任意に入力することができる情報であり、例えば、番組のオススメ度
や、感想等を含む情報である。また、番組情報と入力情報とは、それぞれテキストデータ
である。
【００１４】
　上記Ｓ１の編集を終えると（Ｓ２でＹＥＳ）、制御用マイコン１０が、編集されたデー
タをラベル用の画像として生成し（Ｓ３）、生成された画像を、伝送ケーブル５を介して
プリンタ４に送信し（Ｓ４）、プリンタ４が受信した画像をラベル用の用紙４１に印刷す
る（Ｓ５）。なお、上記Ｓ３において生成される画像は、ＢＭＰ、ＪＰＥＧ、ＰＮＧ、Ｇ
ＩＦ、ＴＩＦＦ等の形式である。
【００１５】
　上記のように、本実施形態に係る録画装置１、及びこの録画装置１を含むプリントシス
テム１００によれば、ラベル用の画像を外部機器に転送して編集することなしに、ユーザ
がリモコン６を操作するだけで、ラベル用の画像を編集することができる。そのため、画
像を編集する手間を軽減させることができる。また、ユーザによるリモコン６の操作に基
づいて、番組及びこの番組に対応する番組情報と、ユーザが入力した入力情報とを編集し
、編集したデータからラベル用の画像を生成する。そのため、従来と異なり、番組情報や
入力情報を再度入力する手間を軽減することができ、画像を編集する手間を軽減させるこ
とができる。
【００１６】
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　次に、本発明の第２の実施形態に係る録画装置１、及びこの録画装置１を含むプリント
システム２００について、図４乃至図６を参照して説明する。図４は、本実施形態に係る
プリントシステム２００の外観を示す。録画装置１は、ＰＣ（Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｃｏｍ
ｐｕｔｅｒ）７を介してプリンタ４と接続されており、録画装置１とＰＣ７とがネットワ
ークケーブル８を介して、ＰＣ７とプリンタ４とが伝送ケーブル５を介して、それぞれ接
続されていること以外は、前記図１に示したプリントシステム１００の構成と同様である
。図５は、本実施形態に係る録画装置１の内部構成を示し、図６は、ＰＣ７の内部構成を
示す。
【００１７】
　録画装置１は、ケーブルインタフェース１３の代わりにネットワークインタフェース１
９を備えること以外は、前記図２に示した録画装置１と同様の構成である。ネットワーク
インタフェース１９には、ネットワークケーブル８の一端が接続され、ネットワークケー
ブル８の他端がＰＣ７に接続されている。制御用マイコン１０は、請求項における画像編
集手段、画像生成手段、画像送信手段、ＸＭＬデータ生成手段、ＸＭＬデータ送信手段と
して機能し、ラベル用画像の情報をＸＭＬ（Ｅｘｔｅｎｓｉｂｌｅ　Ｍａｒｋｕｐ　Ｌａ
ｎｇｕａｇｅ）形式のデータ（以下、ＸＭＬデータという）に変換することができる。
【００１８】
　ＰＣ７は、図６に示すように、ネットワークケーブル８を接続するためのネットワーク
インタフェース７１と、伝送ケーブル５を接続するためのケーブルインタフェース７２と
、装置各部を操作するためのＰＣ操作部７３と、装置各部を制御するためのＰＣ制御用マ
イコン７５と、ＰＣ制御用マイコン（ＰＣ制御手段）７５の動作プログラムが記録された
メモリ７４とを備える。メモリ７４は、ラベル用の画像を編集するラベル編集プログラム
を有している。ラベル編集プログラムは、ＸＭＬデータを読み込んで画像に復元し、復元
した画像を編集することができるプログラムである。
【００１９】
　ＰＣ制御用マイコン７５は、請求項におけるＰＣ画像編集手段、及びＰＣ画像送信手段
として機能する。
【００２０】
　次に、プリントシステム２００におけるラベル用画像の印刷処理について、図７を参照
して説明する。まず、制御用マイコン１０が、前記図３に示したＳ１と同様に各種情報の
テキストデータ形式での編集処理を行い（Ｓ１１）、編集を終えると（Ｓ１２でＹＥＳ）
、制御用マイコン１０は、編集されたテキストデータから、ラベル用の画像を生成した後
、この画像に対応するＸＭＬデータを生成し（Ｓ１３）、生成したＸＭＬデータをＰＣ７
に送信する（Ｓ１４）。なお、制御用マイコン１０は、編集されたテキストデータから、
ラベル用画像を生成することなしに、ＸＭＬデータを生成してもよい。また、ＸＭＬデー
タには、画像へのリンク情報、番組情報、及び入力情報等が記載されている。
【００２１】
　ＰＣ７のＰＣ制御用マイコン７５は、録画装置１から送信されたＸＭＬデータを受信し
（Ｓ１５）、受信したＸＭＬデータからラベル用の画像を復元する。ユーザは、ＰＣ操作
部７３を操作してこの画像を所望の画像に編集する（Ｓ１６）。なお、上記処理において
復元される画像は、ＢＭＰ、ＪＰＥＧ、ＰＮＧ、ＧＩＦ、ＴＩＦＦ等の形式である。
【００２２】
　上記Ｓ１６の編集が終了すると（Ｓ１７でＹＥＳ）、ＰＣ制御用マイコン７５は、編集
された画像を、伝送ケーブル５を介してプリンタ４に送信し（Ｓ１８）、プリンタ４が受
信した画像をラベル用の用紙４１に印刷する（Ｓ１９）。
【００２３】
　なお、上記Ｓ１３において、録画装置１は、画像に対応するＸＭＬデータを生成したが
、これに限られず、例えば、画像に対応するテキストファイル形式のデータを生成しても
よいし、また、録画装置１とＰＣ７との両方が認識可能な他のファイル形式のデータを生
成してＰＣ７に送信するものであってもよい。また、上記実施形態では、ＰＣ７が、プリ
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ンタ４に画像を送信した場合を示したが、これに限らず、例えば、ＰＣ７とプリンタ４と
が、ＵＰｎＰ（Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｐｌｕｇ　ａｎｄ　Ｐｌａｙ）に対応しており、Ｐ
Ｃ７が、画像へのリンク情報を含むＸＭＬデータをプリンタ４に送信することにより、プ
リンタ４がラベル用画像の印刷を行うものであってもよい。また、録画装置１とプリンタ
４とがＵＰｎＰに対応している場合、録画装置１がＸＭＬデータをプリンタ４に送信する
ものであってもよい。
【００２４】
　上記のように、本実施形態に係る録画装置１、及びこの録画装置１を含むプリントシス
テム２００によれば、録画装置１が、ユーザによるリモコン６の操作に基づいて、番組及
びこの番組に対応する番組情報と、入力情報とを編集し、編集されたデータからラベル用
の画像を生成し、この画像に対応するＸＭＬデータをＰＣ７に送信する。そして、ＰＣ７
は、録画装置１から受信したＸＭＬデータに基づく画像を編集し、編集された画像をプリ
ンタ４に送信する。そのため、録画装置１が番組情報と入力情報とを用いてラベル用の画
像を生成することができるので、従来と異なり、ユーザは録画装置１が生成したラベル用
の画像をＰＣ７等の外部装置に転送して番組情報と入力情報を再度入力する必要がなく、
画像を編集する手間を軽減させることができる。
【００２５】
　なお、本発明は、上記の各実施形態の構成に限られず、発明の趣旨を変更しない範囲で
種々の変形が可能である。例えば、上記各実施形態においてはＨＤＤ１５に記録されてい
る番組を記録媒体に記録する場合について、説明したが、これに限らず、チューナ部が受
信した番組及び番組情報からラベル用画像を編集するものであってもよい。また、録画装
置は、ＵＳＢメモリ、又はＳＤカード等の記録媒体に番組等の情報を記録するものであっ
てもよく、録画装置が、ＵＳＢメモリ、又はＳＤカード等を収納するケースへ入れるラベ
ル用の画像を生成し、プリンタがこれらのラベル用の用紙を印刷するものであってもよい
。
【図面の簡単な説明】
【００２６】
【図１】本発明の第１の実施形態に係る録画装置、テレビ、及びプリンタの外観を示す斜
視図。
【図２】上記録画装置の内部構成を示すブロック図。
【図３】上記録画装置とプリンタにおいて、ラベル用画像の印刷処理を示すフローチャー
ト。
【図４】本発明の第２の実施形態に係る録画装置、テレビ、ＰＣ、及びプリンタの外観を
示す斜視図。
【図５】上記録画装置の内部構成を示すブロック図。
【図６】上記ＰＣの内部構成を示すブロック図。
【図７】上記録画装置とＰＣとプリンタにおいて、ラベル用画像の印刷処理を示すフロー
チャート。
【符号の説明】
【００２７】
　　１　録画装置
　　２　テレビ
　　４　プリンタ
　　６　リモコン（操作手段）
　　７　ＰＣ
　　１０　制御用マイコン（制御手段、画像情報編集手段、画像生成手段、ＸＭＬデータ
生成手段、ＸＭＬデータ送信手段、）
　　１１　チューナ部（チューナ）
　　１５　ＨＤＤ（ハードディスク）
　　１６ａ　ＤＶＤ－Ｒ（ＤＶＤ、記録媒体）



(7) JP 4710777 B2 2011.6.29

　　７３　ＰＣ操作部（ＰＣ操作手段）
　　７５　ＰＣ制御用マイコン（ＰＣ制御手段、ＰＣ画像編集手段、ＰＣ画像送信手段）
　　１００　プリントシステム
　　２００　プリントシステム

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】
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