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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】機器の操作が苦手なユーザーでも動画から静止
画像を容易に印刷することができる、プリンタ複合機を
提供する。
【解決手段】静止画データ抽出部が動画データから複数
の静止画データを抽出し、複数の静止画データとそれら
の動画データ中の時間との対応関係を対応関係記憶部が
記憶する。そして、印刷ヘッドは、複数の静止画データ
に対応する複数のサムネイル画像３０を、動画データ中
の時間に対応付けて一覧表示されるように印刷用紙Ｐ１
に印刷する。さらに、選択マーク３１が付された状態で
印刷用紙Ｐ１がスキャナにより読み取られると、選択画
像抽出部は、選択マーク３１に対応する動画データ中の
時間を認識し、その時間に対応する印刷要求静止画デー
タを動画データから抽出する。そして、印刷ヘッドが、
印刷要求静止画データの画像を印刷用紙に印刷する。
【選択図】図７
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　印刷媒体に画像を印刷する印刷手段と、印刷媒体に印刷された画像を読み取る画像読取
手段とを備えたプリンタ複合機であって、
　入力された動画データから、一覧表示用の複数の静止画データを抽出する静止画データ
抽出手段と、
　前記複数の静止画データとそれらの前記動画データ中の時間位置との対応関係を記憶す
る記憶手段を有し、
　前記印刷手段は、前記複数の静止画データに対応する複数のサムネイル画像を、前記動
画データ中の時間位置に対応付けて一覧表示されるように、第１の印刷媒体に印刷可能に
構成されており、
　さらに、前記複数のサムネイル画像が印刷された前記第１の印刷媒体に選択マークが付
された状態で、前記第１の印刷媒体が前記画像読取手段により読み取られたときに、前記
選択マークに対応する前記動画データ中の時間位置を認識し、前記記憶手段を参照して、
認識した前記動画データ中の時間位置に対応する印刷要求静止画データを前記動画データ
から抽出する選択画像抽出手段を備え、
　前記印刷手段は、前記選択画像抽出手段により抽出された前記印刷要求静止画データの
画像を第２の印刷媒体に印刷することを特徴とするプリンタ複合機。
【請求項２】
　前記印刷手段は、前記動画データを識別するための動画識別マークを前記複数のサムネ
イル画像とともに前記第１の印刷媒体に印刷し、
　前記選択画像抽出手段は、前記第１の印刷媒体に印刷された前記動画識別マークから、
前記印刷要求静止画データを抽出すべき前記動画データを認識することを特徴とする請求
項１に記載のプリンタ複合機。
【請求項３】
　前記静止画データ抽出手段は、前記動画データから前記複数の静止画データを複数のグ
ループに区分して抽出し、
　前記印刷手段は、前記複数のグループの各々に対応するグループ識別マークを、そのグ
ループに属する前記静止画データのサムネイル画像とともに、１枚の前記第１の印刷媒体
に一緒に印刷し、
　前記選択画像抽出手段は、前記第１の印刷媒体に印刷された前記グループ識別マークか
ら、前記印刷要求静止画データを抽出すべき前記グループを認識することを特徴とする請
求項１又は２に記載のプリンタ複合機。
【請求項４】
　前記選択マークが、その選択マークの位置に対応する前記動画データ中の時間位置範囲
内においてより細かな時間間隔でサムネイル画像を印刷することを要求するための、所定
の形態で付されている場合には、前記静止画データ抽出手段は、前記時間位置範囲内で時
間的に細分化して複数の静止画データを再度抽出し、
　前記印刷手段は、細分化された前記複数の静止画データのサムネイル画像を、前記第１
の印刷媒体に印刷することを特徴とする請求項１～３の何れかに記載のプリンタ複合機。
【請求項５】
　前記第１の印刷媒体に２つの前記選択マークが付されている場合には、前記静止画デー
タ抽出手段は、前記２つの選択マークにそれぞれ対応する前記動画データ中の時間位置の
間で時間的に細分化して、複数の静止画データを再度抽出することを特徴とする請求項４
に記載のプリンタ複合機。
【請求項６】
　前記第１の印刷媒体に２つの第１選択マークが付されている場合には、前記選択画像抽
出手段は、前記２つの第１選択マークにそれぞれ対応する時間位置における静止画データ
を、前記印刷要求静止画データとして前記動画データから抽出し、
　前記第１の印刷媒体に前記第１選択マークとは異なる２つの第２選択マークが付されて
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いる場合には、前記静止画データ抽出手段は、前記２つの第２選択マークにそれぞれ対応
する前記動画データ中の時間位置の間で時間的に細分化して、複数の静止画データを再度
抽出することを特徴とする請求項５に記載のプリンタ複合機。
【請求項７】
　前記第１の印刷媒体の、ある２つの前記サムネイル画像とそれぞれ対応付けられた位置
の間に、前記選択マークが付されている場合には、前記選択画像抽出手段は、前記２つの
サムネイル画像の元となる２つの前記静止画データにそれぞれ対応する時間位置の間の静
止画データを、前記印刷要求静止画データとして抽出することを特徴とする請求項１～６
の何れかに記載のプリンタ複合機。
【請求項８】
　印刷媒体に画像を印刷する印刷手段、及び、印刷媒体に印刷された画像を読み取る画像
読取手段を備えたプリンタ複合機と、このプリンタ複合機を制御する制御手段と、を有す
るプリントシステムであって、
　入力された動画データから、一覧表示用の複数の静止画データを抽出する静止画データ
抽出手段と、
　前記複数の静止画データとそれらの前記動画データ中の時間位置との対応関係を記憶す
る記憶手段を有し、
　前記印刷手段は、前記複数の静止画データに対応する複数のサムネイル画像を、前記動
画データ中の時間位置に対応付けて一覧表示されるように、第１の印刷媒体に印刷可能に
構成されており、
　さらに、前記複数のサムネイル画像が印刷された前記第１の印刷媒体に選択マークが付
された状態で、前記第１の印刷媒体が前記画像読取手段により読み取られたときに、前記
選択マークに対応する前記動画データ中の時間位置を認識し、前記記憶手段を参照して、
認識した前記動画データ中の時間位置に対応する印刷要求静止画データを前記動画データ
から抽出する選択画像抽出手段を備え、
　前記印刷手段は、前記選択画像抽出手段により抽出された前記印刷要求静止画データの
画像を第２の印刷媒体に印刷することを特徴とするプリントシステム。
【請求項９】
　印刷媒体に画像を印刷する印刷手段と、印刷媒体に印刷された画像を読み取る画像読取
手段とを備えたプリンタ複合機に用いられ、動画データ中から静止画データを抽出して印
刷する静止画像印刷プログラムであって、
　前記動画データから一覧表示用の複数の静止画データを抽出する静止画データ抽出ステ
ップと、
　前記複数の静止画データとそれらの前記動画データ中の時間位置との対応関係を記憶手
段に記憶させる記憶ステップと、
　前記印刷手段により、前記複数の静止画データに対応する複数のサムネイル画像を、前
記動画データ中の時間位置に対応付けて一覧表示されるように、第１の印刷媒体に印刷す
る第１印刷ステップと、
　前記複数のサムネイル画像が印刷された前記第１の印刷媒体に選択マークが付された状
態で、前記第１の印刷媒体が前記画像読取手段により読み取られたときに、前記選択マー
クに対応する前記動画データ中の時間位置を認識し、前記記憶手段を参照して、認識した
前記動画データ中の時間位置に対応する印刷要求静止画データを前記動画データから抽出
する選択画像抽出ステップと、
　前記印刷手段により、前記選択画像抽出ステップにおいて抽出された前記印刷要求静止
画データの画像を第２の印刷媒体に印刷する第２印刷ステップと、
　をコンピュータに実行させる静止画像印刷プログラム。
【請求項１０】
　前記第１印刷ステップにおいて、前記印刷手段により、前記動画データを識別するため
の動画識別マークを前記複数のサムネイル画像とともに前記第１の印刷媒体に印刷し、
　前記選択画像抽出ステップにおいて、前記第１の印刷媒体に印刷された前記動画識別マ
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ークから、前記印刷要求静止画データを抽出すべき前記動画データを認識することを特徴
とする請求項９に記載の静止画像印刷プログラム。
【請求項１１】
　前記静止画データ抽出ステップにおいて、前記動画データから前記複数の静止画データ
を複数のグループに区分して抽出し、
　前記第１印刷ステップにおいて、前記印刷手段により、前記複数のグループの各々に対
応するグループ識別マークを、そのグループに属する前記静止画データのサムネイル画像
とともに、１枚の前記第１の印刷媒体に一緒に印刷し、
　前記選択画像抽出ステップにおいて、前記第１の印刷媒体に印刷された前記グループ識
別マークから、前記印刷要求静止画データを抽出すべき前記グループを認識することを特
徴とする請求項９又は１０に記載の静止画像印刷プログラム。
【請求項１２】
　前記選択マークが、その選択マークの位置に対応する前記動画データ中の時間位置範囲
内においてより細かな時間間隔でサムネイル画像を印刷することを要求するための、所定
の形態で付されている場合には、前記静止画データ抽出ステップにおいて、前記時間位置
範囲内で時間的に細分化して複数の静止画データを再度抽出し、
　前記第１印刷ステップにおいて、前記印刷手段により、細分化された前記複数の静止画
データのサムネイル画像を、前記第１の印刷媒体に印刷することを特徴とする請求項９～
１１の何れかに記載の静止画像印刷プログラム。
【請求項１３】
　前記第１の印刷媒体に２つの前記選択マークが付されている場合には、前記静止画デー
タ抽出ステップにおいて、前記２つの選択マークにそれぞれ対応する前記動画データ中の
時間位置の間で時間的に細分化して、複数の静止画データを再度抽出することを特徴とす
る請求項１２に記載の静止画像印刷プログラム。
【請求項１４】
　前記第１の印刷媒体に２つの第１選択マークが付されている場合には、前記選択画像抽
出ステップにおいて、前記２つの第１選択マークにそれぞれ対応する時間位置における静
止画データを、前記印刷要求静止画データとして前記動画データから抽出し、
　前記第１の印刷媒体に前記第１選択マークとは異なる２つの第２選択マークが付されて
いる場合には、前記静止画データ抽出ステップにおいて、前記２つの第２選択マークにそ
れぞれ対応する前記動画データ中の時間位置の間で時間的に細分化して、複数の静止画デ
ータを再度抽出することを特徴とする請求項１３に記載の静止画像印刷プログラム。
【請求項１５】
　前記第１の印刷媒体の、ある２つの前記サムネイル画像とそれぞれ対応付けられた位置
の間に、前記選択マークが付されている場合には、前記選択画像抽出ステップにおいて、
前記２つのサムネイル画像の元となる２つの前記静止画データにそれぞれ対応する時間位
置の間の静止画データを、前記印刷要求静止画データとして抽出することを特徴とする請
求項９～１４の何れかに記載の静止画像印刷プログラム。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、プリンタ複合機、プリンタ複合機を有するプリントシステム、及び、プリン
タ複合機に用いられる静止画像印刷プログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、時系列に並べられた複数の静止画データからなる動画データから、所望のシ
ーンの静止画データを抽出し、その静止画像を印刷媒体に印刷する技術が知られている（
例えば、特許文献１参照）。この特許文献１に記載の画像出力装置は、動画データ中の複
数の静止画データ（フレーム）を一時的に保持しており、ユーザーのリモコン操作によっ
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て静止画像の印刷指示が入力されたときには、その印刷指示が入力された時刻付近にある
複数（例えば、２つ）の静止画像を画面に表示する。さらに、これら複数の表示画像のう
ちから、ユーザーのリモコン操作によって印刷を行う画像が特定されると、その特定され
た画像の画像データを画像形成装置（カラープリンタ等）に出力する。
【０００３】
【特許文献１】特開２００３－２６４６６０号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　上述したように、特許文献１の画像出力装置においては、ユーザーは、動画データ中の
印刷したいシーンの特定、及び、印刷画像の特定を、画面を見ながらリモコン操作により
行うことになる。そのため、機器の操作を苦手とする、高齢者等のユーザーにとっては、
動画から所望の画像を印刷することを手軽に行えるものではなかった。
【０００５】
　本発明の目的は、機器の操作を苦手とするユーザーでも、動画中の静止画像を容易に印
刷することができる、プリンタ複合機を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　第１の発明のプリンタ複合機は、印刷媒体に画像を印刷する印刷手段と、印刷媒体に印
刷された画像を読み取る画像読取手段とを備えたプリンタ複合機であって、
　入力された動画データから、一覧表示用の複数の静止画データを抽出する静止画データ
抽出手段と、前記複数の静止画データとそれらの前記動画データ中の時間位置との対応関
係を記憶する記憶手段を有し、前記印刷手段は、前記複数の静止画データに対応する複数
のサムネイル画像を、前記動画データ中の時間位置に対応付けて一覧表示されるように、
第１の印刷媒体に印刷可能に構成されており、
　さらに、前記複数のサムネイル画像が印刷された前記第１の印刷媒体に選択マークが付
された状態で、前記第１の印刷媒体が前記画像読取手段により読み取られたときに、前記
選択マークに対応する前記動画データ中の時間位置を認識し、前記記憶手段を参照して、
認識した前記動画データ中の時間位置に対応する印刷要求静止画データを前記動画データ
から抽出する選択画像抽出手段を備え、前記印刷手段は、前記選択画像抽出手段により抽
出された前記印刷要求静止画データの画像を第２の印刷媒体に印刷することを特徴とする
ものである。
【０００７】
　本発明のプリンタ複合機によれば、まず、静止画データ抽出手段により一覧表示用の複
数の静止画データが抽出されるとともに、それらの静止画データと動画データ中の時間と
の対応関係が記憶手段に記憶される。そして、印刷手段は、複数の静止画データに対応す
る複数のサムネイル画像を、それらの動画データ中の時間位置に対応付けて第１の印刷媒
体に印刷し、複数のサムネイル画像を一覧表示する。
【０００８】
　その後、ユーザーにより第１の印刷媒体の任意の位置に、印刷したい画像を選択するた
めの選択マークが付された後に、第１の印刷媒体が画像読取手段により読み取られると、
選択画像抽出手段は、第１の印刷媒体の選択マークが付された位置に応じて動画データ中
の時間位置を認識し、記憶手段を参照して、その認識した時間位置に対応する静止画デー
タを印刷要求静止画データとして抽出する。尚、選択画像抽出手段により抽出される印刷
要求静止画データは、前述した静止画データ抽出手段により抽出された一覧表示用の複数
の静止画データに含まれるもの（つまり、一覧表示されたサムネイル画像に対応する静止
画データ）であってもよいし、サムネイル画像が一覧表示される静止画データの間に位置
する、サムネイル画像が表示されない静止画データであってもよい。そして、印刷手段は
、抽出された印刷要求静止画データの画像を第２の印刷媒体に印刷する。
【０００９】
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　つまり、ユーザーは、第１の印刷媒体に印刷された、複数の静止画データのサムネイル
画像の一覧表示を見て、この第１の印刷媒体に、印刷したい画像を選択するための選択マ
ークを付す。そして、その選択マークが付された第１の印刷媒体を画像読取手段に読み取
らせるだけで、所望の静止画データが抽出され、その画像が第２の印刷媒体に印刷される
。従って、ユーザーが、静止画像印刷のために、通常の画像印刷時には行わない特殊な操
作をする必要がないことから、機器の操作が苦手なユーザーでも、動画中の所望のシーン
の静止画像を手軽に印刷することができる。
【００１０】
　第２の発明のプリンタ複合機は、前記第１の発明において、前記印刷手段は、前記動画
データを識別するための動画識別マークを前記複数のサムネイル画像とともに前記第１の
印刷媒体に印刷し、前記選択画像抽出手段は、前記第１の印刷媒体に印刷された前記動画
識別マークから、前記印刷要求静止画データを抽出すべき前記動画データを認識すること
を特徴とするものである。
【００１１】
　この構成によれば、選択マークが付された第１の印刷媒体が画像読取手段で読み取られ
たときに、選択画像抽出手段が、第１の印刷媒体に印刷された動画識別マークから、印刷
要求画像データを抽出する動画データを認識するため、どの動画データから印刷要求静止
画データを抽出するのかを、プリンタ複合機がユーザーに問い合わせる必要がない。
【００１２】
　第３の発明のプリンタ複合機は、前記静止画データ抽出手段は、前記動画データから前
記複数の静止画データを複数のグループに区分して抽出し、前記印刷手段は、前記複数の
グループの各々に対応するグループ識別マークを、そのグループに属する前記静止画デー
タのサムネイル画像とともに、１枚の前記第１の印刷媒体に一緒に印刷し、前記選択画像
抽出手段は、前記第１の印刷媒体に印刷された前記グループ識別マークから、前記印刷要
求静止画データを抽出すべき前記グループを認識することを特徴とするものである。
【００１３】
　複数枚の第１の印刷媒体にわたって複数のサムネイル画像を一覧表示する場合に、各サ
ムネイル画像が何枚目の第１の印刷媒体に印刷されるかを定めるために、動画データから
複数の静止画データを複数のグループに区分して抽出する。そして、１つのグループに属
する静止画データのサムネイル画像を同じ第１の印刷媒体に印刷し、さらに、同じ第１の
印刷媒体に、そのグループに対応するグループ識別マークを印刷する。そして、選択マー
クが付された第１の印刷媒体が画像読取手段で読み取られたときに、選択画像抽出手段が
、第１の印刷媒体に印刷されたグループ識別マークから、印刷要求静止画データを抽出す
べきグループを認識する。従って、どのグループから印刷要求静止画データを抽出すれば
よいかを、プリンタ複合機がユーザーに問い合わせる必要がない。
【００１４】
　第４の発明のプリンタ複合機は、前記第１～第３の何れかの発明において、前記選択マ
ークが、その選択マークの位置に対応する前記動画データ中の時間位置範囲内においてよ
り細かな時間間隔でサムネイル画像を印刷することを要求するための、所定の形態で付さ
れている場合には、前記静止画データ抽出手段は、前記時間位置範囲内で時間的に細分化
して複数の静止画データを再度抽出し、前記印刷手段は、細分化された前記複数の静止画
データのサムネイル画像を、前記第１の印刷媒体に印刷することを特徴とするものである
。
【００１５】
　この構成によれば、ユーザーにより指示された時間位置範囲内で、時間的にさらに細分
化してサムネイル画像を一覧表示することができるため、最適な画像（最も印刷したいシ
ーンの画像）を、ユーザーが容易に選択することができる。
【００１６】
　第５の発明のプリンタ複合機は、前記第４の発明において、前記第１の印刷媒体に２つ
の前記選択マークが付されている場合には、前記静止画データ抽出手段は、前記２つの選
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択マークにそれぞれ対応する前記動画データ中の時間位置の間で時間的に細分化して、複
数の静止画データを再度抽出することを特徴とするものである。
【００１７】
　この構成によれば、第１の印刷媒体に２つの選択マークを付すという簡単な作業をする
だけで、プリンタ複合機に対して、それら２つの選択マーク間の時間範囲で、細分化して
サムネイル画像を再度表示するように指示することができる。
【００１８】
　第６の発明のプリンタ複合機は、前記第５の発明において、前記第１の印刷媒体に２つ
の第１選択マークが付されている場合には、前記選択画像抽出手段は、前記２つの第１選
択マークにそれぞれ対応する時間位置における静止画データを、前記印刷要求静止画デー
タとして前記動画データから抽出し、前記第１の印刷媒体に前記第１選択マークとは異な
る２つの第２選択マークが付されている場合には、前記静止画データ抽出手段は、前記２
つの第２選択マークにそれぞれ対応する前記動画データ中の時間位置の間で時間的に細分
化して、複数の静止画データを再度抽出することを特徴とするものである。
【００１９】
　この構成によれば、ユーザーが、印刷画像を選択する場合と細分化してサムネイル画像
を再表示させる場合とで、選択マークの種類を変えるだけで、画像選択か細分化表示かの
何れが要求されているかをプリンタ複合機側で認識することができる。
【００２０】
　第７の発明のプリンタ複合機は、前記第１～第６の何れかの発明において、前記第１の
印刷媒体の、ある２つの前記サムネイル画像とそれぞれ対応付けられた位置の間に、前記
選択マークが付されている場合には、前記選択画像抽出手段は、前記２つのサムネイル画
像の元となる２つの前記静止画データにそれぞれ対応する時間位置の間の静止画データを
、前記印刷要求静止画データとして抽出することを特徴とするものである。
【００２１】
　この構成によれば、一覧表示されているサムネイル画像の元となる静止画データだけで
なく、時間的にそれら静止画データの間に位置する静止画データをも、印刷要求静止画デ
ータとして抽出することができるため、サムネイル画像の元となる静止画データの画像よ
りもさらに印刷に適した画像を、ユーザーが選択して印刷することが可能になる。逆に言
えば、サムネイル画像の表示間隔を大きくして、第１の印刷媒体に印刷されるサムネイル
画像の枚数を少なくしつつも、最適な画像（最も印刷したいシーンの画像）をユーザーが
選択することが可能になる。
【００２２】
　第８の発明のプリントシステムによれば、前記第１の発明と同様に、静止画像印刷のた
めに、ユーザーがプリンタ複合機に対して特別な操作を行う必要がないことから、機器の
操作が苦手なユーザーでも、動画中の所望のシーンの静止画像を手軽に印刷することがで
きる。
【００２３】
　また、第９～第１５の発明の静止画像印刷プログラムによれば、前記第１～第７の発明
と同様の効果をそれぞれ得ることができる。
【００２４】
　なお、以上の本願発明における時間位置とは、動画データが開始してからの経過時間を
含むとともに、その経過時間に対応するフレーム番号などの情報をも含むものである。
【発明の効果】
【００２５】
　本発明によれば、ユーザーは、第１の印刷媒体に印刷される、静止画データのサムネイ
ル画像の一覧表示を見て、この第１の印刷媒体に、印刷したい画像を選択するための選択
マークを付す。そして、その選択マークが付された第１の印刷媒体を画像読取手段に読み
取らせるだけで、選択された静止画データの画像が第２の印刷媒体に印刷される。従って
、機器の操作が苦手なユーザーでも、動画中の所望のシーンの静止画像を手軽に印刷する
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ことができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２６】
＜第１実施形態＞
　次に、本発明の第１実施形態について説明する。図１は第１実施形態のプリンタ複合機
を概略的に示す外観図であり、図２はプリンタ複合機の電気的構成を概略的に示すブロッ
ク図である。
【００２７】
　図１、図２に示すように、本実施形態のプリンタ複合機１は、印刷用紙Ｐ（印刷媒体）
に画像を印刷する印刷ヘッド２（印刷手段）と、印刷用紙Ｐを所定方向（図１の前方）へ
搬送する用紙搬送機構３と、印刷用紙Ｐに印刷された画像を読み取るスキャナ４（画像読
取手段）と、印刷ヘッド２、用紙搬送機構３、スキャナ４等、プリンタ複合機１の各種機
構をそれぞれ制御する制御装置５を備えている。
【００２８】
　図１に示すように、プリンタ複合機１は、略直方体状のプリンタ本体６を有し、このプ
リンタ本体６内に、印刷ヘッド２と用紙搬送機構３等が収容されている。印刷ヘッド２と
しては、インクジェット方式や、レーザー方式、あるいは、熱転写方式等、公知の方式で
印刷用紙Ｐに印刷を行うものが用いられる。また、用紙搬送機構３は、モータで回転駆動
される搬送ローラによって印刷用紙Ｐを所定方向へ搬送するように構成されている。
【００２９】
　スキャナ４は、プリンタ本体６の上部に設けられている。図１に示すように、このスキ
ャナ４は、ガラス板からなる載置台（図示省略）と、この載置台の下側に配置された読取
ユニット（図示省略）と、載置台の上面を覆うカバー７とを備えている。そして、スキャ
ナ４は、載置台の上面に原稿が載置された後にカバー７が閉じられた状態で、読取ユニッ
トにより原稿に印刷された画像を読み取るように構成されている。
【００３０】
　プリンタ本体６の前部の上側部分には傾斜面６ａが形成され、この傾斜面６ａには、ユ
ーザーにより操作される複数の操作ボタンからなる操作部８と、プリンタ複合機１の動作
状態やエラーメッセージ等を表示するディスプレイ９が設けられている。また、プリンタ
本体６の前面の右側部分には、メモリーカード等のデータ記録媒体１１が装着されるスロ
ット１０が設けられている。そして、データ記録媒体１１に記録されている動画データや
画像データ等のデータは、スロット１０で読み出されて制御装置５に入力される。
【００３１】
　尚、以下では、説明の便宜上、データ記録媒体１１からスロット１０を介してプリンタ
複合機１へ動画データ等の各種データが入力されるものとするが、プリンタ複合機１への
データ入力はこのような構成に限られるものではない。例えば、プリンタ複合機１とデジ
タルビデオカメラがケーブルで接続され、このケーブルを介してプリンタ複合機１へデー
タが入力されてもよい。あるいは、ビデオ撮影機能付き携帯電話等から、赤外線等を利用
した無線通信を介してプリンタ複合機１へデータが入力されてもよい。
【００３２】
　次に、制御装置５を中心とするプリンタ複合機１の電気的構成について、図２を参照し
て説明する。
　制御装置５は、中央演算処理装置であるＣＰＵ（Central Processing Unit）と、プリ
ンタ複合機１の各種機構を制御するためのプログラムやデータ等が格納されたＲＯＭ（Re
ad Only Memory）、ＣＰＵで処理されるデータを一時的に記憶するＲＡＭ（Random Acces
s Memory）、外部装置との間の信号の入出力を行う入出力インターフェース等で構成され
ている。
【００３３】
　図２に示すように、制御装置５は、印刷制御部２０と、スロット１０に装着されている
データ記録媒体１１から入力された画像データや動画データが記憶される記憶部２１とを



(9) JP 2008-236454 A 2008.10.2

10

20

30

40

50

有する。そして、ユーザーによる操作部８からの印刷指令が入力されたときには、記憶部
２１に記憶されているデータに基づいて、印刷制御部２０が印刷ヘッド２と用紙搬送機構
３をそれぞれ制御することにより、印刷用紙Ｐに所望の画像を印刷するように構成されて
いる。また、制御装置５は、プリンタ複合機１の状態（印刷状態、または、待機状態）や
エラーメッセージ等をディスプレイ９に表示させて、これらの情報をユーザーに通知する
。
【００３４】
　これに加えて、本実施形態のプリンタ複合機１は、以下のような、従来の複合機にはな
い特有の構成を有する。即ち、操作部８を介したユーザーからの要求に応じて、データ記
録媒体１１から入力された動画データから複数の静止画データを抽出して、これら複数の
静止画データのサムネイル画像３０（縮小画像）を印刷用紙Ｐ１に印刷することが可能に
構成されている（サムネイル画像印刷処理：図６参照）。さらに、ユーザーにより、サム
ネイル画像３０が印刷された印刷用紙Ｐ１（第１の印刷媒体）に、拡大印刷する画像を選
択する選択マーク３１が付された状態で（図７参照）、この印刷用紙Ｐ１がスキャナ４に
より読み込まれたときには、選択マーク３１に対応する静止画データを抽出してその画像
３２を別の印刷用紙Ｐ２（第２の印刷媒体）に印刷することが可能に構成されている（選
択画像印刷処理：図８参照）。この特有の構成について、以下詳細に説明する。
【００３５】
　図２に示すように、制御装置５は、入力された動画データから、一覧表示用（サムネイ
ル表示用）の複数の静止画データを抽出する静止画データ抽出部２２（静止画データ抽出
手段）を有する。また、制御装置５の記憶部２１は、データ記録媒体１１から入力された
動画データを一時記憶する動画データ記憶部２３と、静止画データ抽出部２２により抽出
された複数の静止画データとそれらの動画データ中の時間との対応関係を記憶する対応関
係記憶部２４（記憶手段）を有する。さらに、制御装置５は、ユーザーによって選択マー
ク３１が付された印刷用紙Ｐ１がスキャナ４で読み取られたときに、選択マーク３１に対
応する静止画データ（印刷要求静止画データ）を動画データから抽出する選択画像抽出部
２５（選択画像抽出手段）を備えている。
【００３６】
　尚、印刷制御部２０、静止画データ抽出部２２、対応関係記憶部２４、及び、選択画像
抽出部２５等は、制御装置５を構成しているＣＰＵ，ＲＯＭ，ＲＡＭ等により実現されて
いる。言い換えれば、制御装置５のＲＯＭに、動画データ中から静止画データを抽出して
印刷するための、静止画像印刷プログラムが格納されており、このＲＯＭに格納されたプ
ログラムが、制御装置５のＣＰＵで実行されることで、印刷制御部２０、静止画データ抽
出部２２、対応関係記憶部２４、及び、選択画像抽出部２５等の、それぞれの機能が実現
される。
【００３７】
　次に、第１実施形態の制御装置５によって実現される、サムネイル画像印刷処理、及び
、選択画像印刷処理を含む一連の静止画像印刷処理について、図３のフローチャートと、
図４～図８を参照して説明する。但し、図３において、Ｓｉ（ｉ＝１０，１１，１２・・
・）は各ステップを示す。
【００３８】
（サムネイル画像印刷処理）
　まず、データ記録媒体１１に記録されている所定の動画データについて、サムネイル画
像印刷実行を要求する指令が、ユーザーにより操作部８から入力されると（Ｓ１０：Ｙｅ
ｓ）、静止画データ抽出部２２は、その動画データから複数の静止画データを抽出する（
Ｓ１１：静止画データ抽出ステップ）。
【００３９】
　具体的には、まず、データ記録媒体１１がスロット１０に挿入されている状態で、サム
ネイル画像印刷の指令がユーザーから操作部８を介して入力されると、制御装置５は、デ
ータ記録媒体１１に格納されている動画データ（ファイル名）のリストをディスプレイ９
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に表示させる。そして、リストの中の１つの動画データがユーザーにより操作部８から選
択されると、その選択された動画データがスロット１０により読み出され、動画データ記
憶部２３に一時記憶される。
【００４０】
　そして、図４に示すように、静止画データ抽出部２２は、動画データ記憶部２３に記憶
された動画データ５０から、複数の静止画データ（フレーム）を等しい時間間隔Ｔで切り
出す。即ち、動画データ中における時間（時刻）ｔがそれぞれ、０，Ｔ，２Ｔ，・・・，
ｎＴ，（ｎ＋１）Ｔである、複数のフレーム（Ｆ０，Ｆ１，Ｆ２・・・Ｆｎ，Ｆ（ｎ＋１
）・・・）をそれぞれ抽出する。さらに、抽出された複数の静止画データのそれぞれに対
して、画像サイズを小さくした一覧表示用のサムネイル画像データ（ＤＡＴ０、ＤＡＴ１
，ＤＡＴ２・・・）を生成する。
【００４１】
　尚、静止画データ抽出部２２が、動画データ５０から一覧表示用の複数の静止画データ
を抽出する時間間隔Ｔは、予め設定された固定値であってもよいし、ユーザーにより操作
部８から任意に設定される値であってもよい。あるいは、データ抽出対象となる動画デー
タの総時間に応じて、静止画データ抽出部２２が適切な時間間隔Ｔの値を設定してもよい
。例えば、総時間の長い動画データから静止画データを抽出する場合には、時間間隔Ｔを
大きくし、総時間の短い動画データから静止画データを抽出する場合には、時間間隔Ｔを
小さく（細かく）する。
【００４２】
　次に、図５に示すように、対応関係記憶部２４は、静止画データ抽出部２２により抽出
された複数の静止画データのフレーム番号（Ｆ０，Ｆ１，Ｆ２・・・）、それら静止画デ
ータの動画データ中の時間ｔ、及び、サムネイル画像データ（ＤＡＴ０、ＤＡＴ１，ＤＡ
Ｔ２・・・）を対応付けて記憶する（Ｓ１２：記憶ステップ）。また、これらの対応関係
を示すデータには、静止画データを抽出した動画データを識別するための、動画データＩ
Ｄ（“ＡＢＣ”）が付される。
【００４３】
　Ｓ１２までの処理が終了すると、印刷制御部２０は、図５に示す、対応関係記憶部２４
に記憶された複数のサムネイル画像データ（ＤＡＴ０、ＤＡＴ１，ＤＡＴ２・・・）と動
画データ中の時間ｔとの対応関係に基づいて、印刷ヘッド２を制御する。即ち、印刷ヘッ
ド２は、複数の静止画データにそれぞれ対応する複数のサムネイル画像３０を、動画デー
タ中の時間に対応付けて一覧表示されるように、印刷用紙Ｐ１に印刷する（Ｓ１３：第１
印刷ステップ）。
【００４４】
　図６は、複数のサムネイル画像３０の具体的な印刷例を示している。この図６において
は、動画データから５秒の時間間隔（Ｔ＝５ｓ）で抽出された複数の静止画データのサム
ネイル画像３０のうち、１２枚のサムネイル画像３０が、１枚の印刷用紙Ｐ１に印刷され
ている。ここで、１２枚のサムネイル画像３０のうち、時間が最も早いサムネイル画像３
０は印刷用紙Ｐ１の左上の位置（１行目の左端）に印刷され、それよりも時間が経過した
サムネイル画像３０はその右側に印刷される。さらに、各行（横の列）の右端のサムネイ
ル画像３０よりも時間が遅いサムネイル画像３０は、その下の行の左端に印刷される。つ
まり、１２枚のサムネイル画像３０は、元となる静止画データの動画データ中における時
間に応じて、印刷用紙Ｐ１の左上の位置から右下の位置まで、順番に印刷されることにな
る。
【００４５】
　また、印刷ヘッド２は、印刷用紙Ｐ１の右上の位置に、静止画データが抽出された動画
データを識別するための動画データＩＤ３３（“ＡＢＣ”：動画識別マーク）を印刷する
。さらに、印刷ヘッド２は、各サムネイル画像３０のすぐ下の位置に、そのサムネイル画
像３０に対応する静止画データの時間と、チェックボックス３４とを印刷する。ここで、
複数のサムネイル画像３０が、対応する静止画データの動画データ中の時間に応じた位置
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に印刷されていることから、複数のサムネイル画像３０にそれぞれ対応する複数のチェッ
クボックス３４も、動画データ中の時間に応じた位置に印刷されることになる。
【００４６】
　尚、このサムネイル画像３０の印刷を行った後は、サムネイル画像データは不要となる
ので、対応関係記憶部２４からサムネイル画像データを消去するようにしてもよい。但し
、図５における、フレーム番号（Ｆ０，Ｆ１，Ｆ２，・・・）と動画データ中の時間ｔと
の対応関係は、後ほどユーザーにより選択された静止画像のデータを抽出するために必要
となるため、消去しない。
【００４７】
　このように、印刷用紙Ｐ１にサムネイル画像３０が印刷された後、図７に示すように、
ユーザーがペン等で手書きするなどして、任意のサムネイル画像３０（図７では、１４時
間３０分３５秒の静止画データに対応するサムネイル画像）のチェックボックス３４に選
択マーク３１が付されることにより、印刷したい画像が選択される。
【００４８】
（選択画像印刷処理）
　サムネイル画像３０が印刷された印刷用紙Ｐ１が、ユーザーによる所定操作（蓋部７の
開放、載置台への印刷用紙Ｐ１のセット、及び、読取開始指令の入力等）が行われること
によって、スキャナ４で読み取られると（Ｓ１４：Ｙｅｓ）、選択画像抽出部２５は、ス
キャナ４で得られた画像データから、印刷用紙Ｐ１の右上の位置に印刷されている動画デ
ータＩＤ３３と、選択マーク３１が付されているチェックボックス３４の位置情報を検出
する。
【００４９】
　ここで、ユーザーのミスにより、選択マーク３１が付されずにスキャナ４の読み取りが
行われてしまった場合や、チェックされた選択マーク３１が薄くて読みとれない場合など
、選択画像抽出部２５が選択マーク３１を検出することができなかった場合には（Ｓ１５
：Ｎｏ）、制御装置５は、選択マーク３１が付されていない旨をユーザーに対して通知す
るエラーメッセージを、ディスプレイ９に表示させる（Ｓ１６）。
【００５０】
　一方、選択画像抽出部２５が選択マーク３１を検出した場合には（Ｓ１５：Ｙｅｓ）、
選択画像抽出部２５は、まず、取得した動画データＩＤ３３から、静止画データを抽出す
べき動画データを認識する。また、前述したように、各サムネイル画像３０に対応するチ
ェックボックス３４は、そのサムネイル画像３０の元となる静止画データの時間に応じた
位置に印刷されている。そこで、選択画像抽出部２５は、選択マーク３１が付されたチェ
ックボックス３４（サムネイル画像３０）の位置から、そのチェックボックス３４に対応
する動画データ中の時間、即ち、ユーザーにより印刷が要求されている静止画データの時
間を認識する。さらに、対応関係記憶部２４に記憶されている、フレーム番号と動画デー
タ中の時間との関係を参照して、選択マーク３１に対応するフレームの番号を認識し、こ
のフレーム番号の静止画データ（即ち、印刷が要求されている印刷要求静止画データ）を
動画データから抽出する（Ｓ１７：選択画像抽出ステップ）。
【００５１】
　このように、選択画像抽出部２５により印刷要求静止画データが抽出されると、図８に
示すように、印刷制御部２０により制御される印刷ヘッド２が、印刷要求静止画データの
画像３２を、その動画データ中の時間（例えば、１４時間３０分３５秒）とともに、サム
ネイル画像３０が印刷された印刷用紙Ｐ１とは別の印刷用紙Ｐ２（第２の印刷媒体）に印
刷する（Ｓ１８：第２印刷ステップ）。
【００５２】
　尚、ユーザーが印刷用紙Ｐ１（第１の印刷媒体）に付ける選択マーク３１は１つに限ら
れるものではなく、複数の選択マーク３１を付けることにより、印刷したい静止画像を複
数選択することも可能である。この場合には、選択画像抽出部２５は、複数の選択マーク
３１に対応する動画データ中の時間をそれぞれ認識し、それら時間に対応する複数の印刷
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要求静止画データを抽出する。そして、印刷ヘッド２は、選択画像抽出部２５により抽出
された複数の印刷静止画データの画像を、複数枚の印刷用紙Ｐ２（第２の印刷媒体）にそ
れぞれ印刷する。
【００５３】
　以上説明した第１実施形態のプリンタ複合機１によれば、次のような効果が得られる。
　ユーザーは、印刷用紙Ｐ１に印刷された、複数の静止画データのサムネイル画像３０の
一覧表示を見て、この印刷用紙Ｐ１に、印刷したい画像を選択するための選択マーク３１
を付す。そして、その選択マーク３１が付された印刷用紙Ｐ１をスキャナ４に読み取らせ
るだけで、所望の静止画像が別の印刷用紙Ｐ２に自動的に印刷される。従って、静止画像
印刷のために、ユーザーが、通常の画像印刷時には行わない特殊な操作をする必要がない
ため、機器の操作が苦手なユーザーでも、動画中の所望のシーンの静止画像を手軽に印刷
することができる。
【００５４】
　また、印刷ヘッド２は、印刷用紙Ｐ１にサムネイル画像３０を印刷する際に、同時に、
動画データＩＤ３３（動画識別マーク）を印刷する。そのため、選択マーク３１が付され
た印刷用紙Ｐ１がスキャナ４で読み取られたときに、選択画像抽出部２５が、印刷用紙Ｐ
１に印刷された動画データＩＤ３３から、印刷要求画像データを抽出する動画データを認
識することができる。従って、どの動画データから静止画像を抽出するのかを、プリンタ
複合機１がユーザーに問い合わせる必要がない。
【００５５】
　但し、どの動画データから静止画像を抽出するのかを、プリンタ複合機１が他の方法で
認識できる場合には、印刷ヘッド２は、サムネイル画像３０とともに動画データＩＤ３３
（動画識別マーク）を印刷用紙Ｐ１に印刷する必要は特にない。例えば、選択マーク３１
が付された印刷用紙Ｐ１がスキャナ４で読み取られたときに、動画データのファイル名の
リストをディスプレイ９に表示して、静止画データを抽出する動画データをユーザーに選
択させるようにしてもよい。あるいは、選択マーク３１が付された印刷用紙Ｐ１がスキャ
ナ４で読み取られたときに、その直前にサムネイル画像印刷の対象となった動画データを
、選択マーク３１に対応する静止画データを抽出すべき動画データであるとみなすことも
可能である。
【００５６】
　以上説明した第１実施形態に対して、次のような変更を加えることも可能である。
　１］前記第１実施形態においては、印刷ヘッド２は、印刷用紙Ｐ１に複数のサムネイル
画像３０を印刷する際に、ユーザーが選択マーク３１を付しやすくするために、複数のサ
ムネイル画像３０にそれぞれ対応した複数のチェックボックス３４を同時に印刷している
（図６、図７参照）。しかし、複数のサムネイル画像３０は、対応する静止画データの時
間に応じた位置にそれぞれ印刷されることから、チェックボックス３４の有無にかかわら
ず、選択マーク３１が付されている位置から、選択画像抽出部２５が動画データ中の時間
を認識することは可能である。従って、印刷ヘッド２が複数のサムネイル画像３０ととも
にチェックボックス３４を印刷する必要は必ずしもない。尚、このように、印刷用紙Ｐ１
にチェックボックス３４が印刷されていない場合には、ユーザーは、任意のサムネイル画
像３０に直接選択マーク３１を書き込んだり、あるいは、サムネイル画像３０の周囲の位
置に選択マーク３１を付けたりすればよい。
【００５７】
　２］動画データの総時間や静止画データを抽出する時間間隔によっては、１つの動画デ
ータから抽出される静止画データの数が多く、これら静止画データに対応するサムネイル
画像３０を１枚の印刷用紙Ｐ１に全て印刷しきれない場合もある。このような場合には、
１つの動画データのサムネイル画像３０を複数枚の印刷用紙Ｐ１にわたって印刷すること
になる。
【００５８】
　その場合、まず、静止画データ抽出部２２は、動画データから、複数の静止画データを
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複数のグループに区分して抽出する。そして、印刷制御部２０は、ある静止画データのサ
ムネイル画像３０を何枚目の印刷用紙に印刷すればよいかということを、その静止画デー
タが属するグループから判断し、それに基づいて印刷ヘッド２を制御する。つまり、印刷
ヘッド２は、ある１つのグループに属する複数の静止画データのサムネイル画像を、１枚
の印刷用紙Ｐ１に印刷することになる。
【００５９】
　このとき、図９に示すように、印刷ヘッド２が、各グループに属する静止画データのサ
ムネイル画像３０を１枚の印刷用紙Ｐ１に印刷するとともに、さらに、同じ印刷用紙Ｐ１
に、そのグループに対応するグループ識別マーク３５を印刷することが好ましい。尚、図
９中の “３／６” というグループ識別マーク３５は、サムネイル画像３０が印刷された
全６枚の印刷用紙Ｐ１のうち、３枚目の印刷用紙Ｐ１を示している。
【００６０】
　この場合、サムネイル画像３０が印刷された複数枚の印刷用紙Ｐ１の何れか１枚に選択
マーク３１が付された後、この印刷用紙Ｐ１がスキャナ４で読み取られたときには、選択
画像抽出部２５は、スキャナ４で得られた画像データから、選択マーク３１が付された位
置を認識するとともに、グループ識別マーク３５から、選択マーク３１に対応する静止画
データ（印刷要求静止画データ）を抽出すべきグループを認識することができる。このよ
うに、印刷ヘッド２が、１つのグループに属する複数のサムネイル画像３０とこれらサム
ネイル画像３０に対応するグループ識別マーク３５を、１枚の印刷用紙Ｐ１に印刷するこ
とで、その印刷用紙Ｐ１が選択マーク３１が付された状態でスキャナ４に読み取られたと
きに、どのグループから静止画像を抽出すればよいかをプリンタ複合機１が把握でき、ユ
ーザーに問い合わせる必要がない。
【００６１】
　尚、静止画像を抽出すべきグループを、プリンタ複合機１が他の方法で認識できる場合
には、印刷ヘッド２が、印刷用紙Ｐ１にサムネイル画像３０とともにグループ識別マーク
３５を印刷する必要はない。例えば、選択マーク３１が付された印刷用紙Ｐ１がスキャナ
４で読み取られたときに、ディスプレイ９にメッセージを表示して、何枚目の印刷用紙Ｐ
１をスキャナ４で読み込ませたのかを、ユーザーに操作部８から入力させるようにしても
よい。
【００６２】
＜第２実施形態＞
　次に、本発明の第２実施形態について説明する。この第２実施形態のプリンタ複合機は
、動画データから抽出した静止画データのサムネイル画像３０を印刷用紙Ｐ１に一覧表示
し、その後、ユーザーにより選択された静止画データの画像を別の印刷用紙Ｐ２に印刷す
るという基本的構成については、前述した第１実施形態とほぼ同じである。そこで、以下
の説明においては、前記第１実施形態とは相違する構成を中心に説明するものとし、前記
第１実施形態と同様の構成については適宜その説明を省略する。
【００６３】
　ユーザーが、印刷に最も適した画像（最も印刷したいシーンの画像）を選択できるよう
にするためには、その画像が見逃されることがないように、できるだけ細かい時間間隔で
静止画データを抽出してそれらのサムネイル画像３０を印刷用紙Ｐ１に一覧表示すること
が好ましい。しかし、動画の総時間が長い場合に、静止画データを抽出する時間間隔を細
かくすると、抽出される静止画データの総数が膨大な数になって、多数の印刷用紙Ｐ１に
わたってサムネイル画像３０を印刷することになり、ユーザーによる画像選択がかえって
難しくなる。
【００６４】
　そこで、この第２実施形態のプリンタ複合機は、ユーザーからサムネイル画像印刷の要
求があった場合には、まず、粗い（大きな）時間間隔で静止画データを抽出してサムネイ
ル画像３０を印刷用紙Ｐ１に印刷する。その後、ユーザーにより、ある時間範囲において
より細かな時間間隔でサムネイル画像３０を再度印刷するように選択マーク３１が付され
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た場合には、その指定された時間範囲について、時間的に細分化して（より細かな時間間
隔で）静止画データを抽出し、細分化されたサムネイル画像３０を再度印刷する。
【００６５】
　この第２実施形態における、サムネイル画像印刷、及び、選択画像印刷を含む一連の静
止画像印刷処理について、図１０のフローチャートと、図１１～図１３を参照して説明す
る。
【００６６】
　まず、所定の動画データについてサムネイル画像印刷を要求する指令が、ユーザーによ
って操作部８から入力されると（Ｓ２０：Ｙｅｓ）、静止画データ抽出部２２は、その動
画データから比較的大きな時間間隔で複数の静止画データを抽出する（Ｓ２１）。さらに
、対応関係記憶部２４は、静止画データ抽出部２２により抽出された複数の静止画データ
のフレーム番号、それらの動画データ中の時間、及び、サムネイル画像データを対応付け
て記憶する（Ｓ２２）。
【００６７】
　そして、印刷制御部２０により制御される印刷ヘッド２が、複数の静止画データにそれ
ぞれ対応する複数のサムネイル画像３０が動画データ中の時間に対応付けて一覧表示され
るように、これらサムネイル画像３０を印刷用紙Ｐ１に印刷する（Ｓ２３）。このとき、
印刷ヘッド２は、複数のサムネイル画像３０にそれぞれ対応する複数のチェックボックス
３４も印刷用紙Ｐ１に印刷する。図１１には、５秒の時間間隔で１２枚のサムネイル画像
３０が印刷された印刷用紙Ｐ１が示されている。
【００６８】
　その後、任意のサムネイル画像３０に対応するチェックボックス３４に選択マーク３１
が付された後、この印刷用紙Ｐ１がスキャナ４で読み取られる（Ｓ２４：Ｙｅｓ）と、選
択画像抽出部２５により、スキャナ４で得られた画像データから選択マーク３１が検出さ
れる。但し、選択画像抽出部２５が選択マーク３１を検出することができなかった場合に
は（Ｓ２５：Ｎｏ）、制御装置５は、選択マーク３１が付されていない旨を通知するエラ
ーメッセージをディスプレイ９に表示させる（Ｓ２６）。
【００６９】
　選択画像抽出部２５が選択マーク３１を検出した場合（Ｓ２５：Ｙｅｓ）、選択画像抽
出部２５は、その選択マーク３１が、印刷要求静止画データの選択を示しているのか、あ
るいは、選択マーク３１がある時間範囲を指定しており、その範囲内で時間的に細分化す
ることを要求しているのかを判断する（Ｓ２７）。この判断は、ユーザーによる選択マー
ク３１の付され方に基づいて行われる。
【００７０】
　例えば、図１２に示すように、あるサムネイル画像３０のチェックボックス３４に、１
つの選択マーク３１ａ（第１選択マーク）が付されている場合には、選択画像抽出部２５
は、選択マーク３１ａに対応する静止画データを選択して印刷することをユーザーから要
求されていると判断する（Ｓ２７：Ｙｅｓ）。一方、図１３に示すように、２つのサムネ
イル画像３０にそれぞれ対応する２つのチェックボックス３４に、２つの選択マーク３１
ｂ（第２選択マーク）がそれぞれ付されている場合には、選択画像抽出部２５は、これら
２つの第２選択マーク３１ｂにそれぞれ対応する時間の間で、細分化して静止画データを
再抽出することをユーザーから要求されていると判断する（Ｓ２７：Ｎｏ）。この場合は
、ユーザーは、印刷用紙Ｐ１に２つの選択マーク３１ｂを付すという簡単な作業をするだ
けで、プリンタ複合機１に対して、それら２つの選択マーク３１ｂ間の時間範囲で、さら
に時間的に細分化したサムネイル画像３０を再度表示するように指示することができる。
【００７１】
　尚、図１２、図１３に示されているように、印刷画像選択のための選択マーク３１ａ（
第１選択マーク）と、細分化する時間範囲を指定するための選択マーク３１ｂ（第２選択
マーク）を互いに異なる形状のマークにすれば、プリンタ複合機１が、上記の判断をより
適切に行うことができるようになる。例えば、２つのサムネイル画像３０に対応する２つ
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の静止画像をそれぞれ印刷したい場合においても、ユーザーは２つのサムネイル画像３０
にそれぞれ選択マーク３１を付けることになるが、このときに付される選択マーク３１ａ
（第１選択マーク）の形状は、細分化する時間範囲を指定する際の選択マーク３１ｂ（第
２選択マーク）と異なる。そのため、選択画像抽出部２５は、より細かい時間間隔で静止
画データを再抽出することが要求されていると誤って判断してしまうことがない。つまり
、印刷画像選択用の選択マーク３１ａと、細分化指定用の選択マーク３１ｂを異ならせる
だけで、画像選択と細分化表示の何れが要求されているかを、プリンタ複合機１の選択画
像抽出部２５により正しく認識させることができる。
【００７２】
　もちろん、ユーザーによって選択マーク３１が付されたときに、印刷画像選択か細分化
する時間範囲を指定しているのかを、別の方法でプリンタ複合機１が認識できれば、印刷
画像選択のための選択マーク３１ａと、細分化する時間範囲を指定するための選択マーク
３１ｂを、異なる形状にする必要はない。例えば、印刷用紙Ｐ１に２つの選択マーク３１
が付されている場合には、ディスプレイ９にメッセージを表示して、２つの画像を印刷す
るように要求しているのか、細分化した静止画データを抽出して再度サムネイル画像３０
を印刷するように要求しているのかを、ユーザーに問い合わせるようにすればよい。
【００７３】
　図１０のフローチャートに戻って、印刷用紙Ｐ１に付された選択マーク３１から、その
選択マーク３１に対応する静止画データを印刷することが要求されていると、選択画像抽
出部２５が判断した場合には（Ｓ２７：Ｙｅｓ）、前記第１実施形態と同様に、選択画像
抽出部２５は、選択マーク３１が付されたチェックボックス３４の位置に対応する動画デ
ータ中の時間（即ち、ユーザーにより印刷が要求されている、印刷要求静止画データの時
間）を認識する。さらに、対応関係記憶部２４を参照し、認識した動画データ中の時間に
対応する印刷要求静止画データを動画データから抽出する（Ｓ２８）。そして、印刷ヘッ
ド２は、選択画像抽出部２５により抽出された印刷要求静止画データの画像を、別の印刷
用紙Ｐ２（第２の印刷媒体）に印刷する（Ｓ２９）。
【００７４】
　一方、印刷用紙Ｐ１に付された選択マーク３１から、ある時間範囲内で時間的に細分化
して静止画データを再抽出し、細分化したサムネイル画像３０を再度表示することが要求
されていると、選択画像抽出部２５が判断した場合には（Ｓ２７：Ｎｏ）、静止画データ
抽出部２２は、動画データから静止画データを抽出する際の時間間隔を小さく設定し直し
（Ｓ３０）、新たに設定された時間間隔で細分化して静止画データを再度抽出する（Ｓ２
１）。また、対応関係記憶部２４は、再抽出された（細分化された）静止画データと時間
との対応関係を新たに記憶する（Ｓ２２）。そして、印刷ヘッド２が、細分化された静止
画データに対応するサムネイル画像３０を印刷用紙Ｐ１に印刷する（Ｓ２３）。例えば、
図１４に示すように、図１１の１回目のサムネイル画像印刷時（Ｔ＝５ｓ）よりもさらに
細かい時間間隔（Ｔ＝１ｓ）で、サムネイル画像３０が印刷されることになる。
【００７５】
　以上の静止画データの再抽出は、印刷画像の選択がなされたと判断される（Ｓ２７がＹ
ｅｓとなる）まで、繰り返し行われる。そして、図１４に示すように、あるサムネイル画
像３０のチェックボックス３４に選択マーク３１ａが付されて、ユーザーから画像選択が
なされたと選択画像抽出部２５が判断したときには（Ｓ２７：Ｙｅｓ）、その選択マーク
３１ａに対応する印刷要求静止画データを動画データから抽出する（Ｓ２８）。さらに、
図１５に示すように、印刷ヘッド２が、抽出された印刷要求静止画データの画像３２を印
刷用紙Ｐ２に印刷する。
【００７６】
　この第２実施形態のプリンタ複合機１によれば、ユーザーにより指定された時間範囲内
で、時間的にさらに細分化して静止画データを抽出し、それら静止画データのサムネイル
画像３０を再度一覧表示するため、最適な画像（最も印刷したいシーンの画像）を、ユー
ザーが容易に選択することができる。
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【００７７】
　尚、以上説明した第２実施形態では、２つの選択マーク３１ｂが印刷用紙Ｐ１に付けら
れている場合に、静止画データを細分化する時間範囲が指定されていると選択画像抽出部
２５が判断しているが、判断手法はこのようなものに限られない。例えば、２以上の複数
のサムネイル画像３０に跨って選択マーク３１が付されている場合に、それら複数のサム
ネイル画像３０に対応する時間範囲内で細分化が指定されていると判断してもよい。
【００７８】
＜第３実施形態＞
　次に、本発明の第３実施形態について説明する。前述した第１実施形態のプリンタ複合
機は、印刷用紙Ｐ１に印刷された複数のサムネイル画像３０のうちの、任意のサムネイル
画像３０に対してユーザーにより選択マーク３１が付されると、選択画像抽出部２５は、
選択マーク３１が付されたサムネイル画像３０に対応する静止画データを印刷画像静止画
データとして抽出している。
【００７９】
　一方、以下に説明する第３実施形態のプリンタ複合機１は、一覧表示されたサムネイル
画像３０に対応する静止画データだけでなく、時間的にそれらの間に位置する、サムネイ
ル画像が印刷されていない静止画データをも、印刷画像静止画データとして抽出できる点
で、第１実施形態と異なっている。
【００８０】
　この第３実施形態における、サムネイル画像印刷、及び、選択画像印刷を含む一連の静
止画像印刷処理を、図１６のフローチャートと図１７～図２１を参照して説明する。
【００８１】
　まず、サムネイル画像印刷を要求する指令が、ユーザーによって操作部８から入力され
ると（Ｓ４０：Ｙｅｓ）、静止画データ抽出部２２は、その動画データから複数の静止画
データを抽出する（Ｓ４１）。
【００８２】
　ここで、静止画データ抽出部２２は、動画データ記憶部２３に記憶された動画データか
ら、複数の静止画データ（フレーム）を等しい時間間隔Ｔで切り出す。即ち、図１７に示
すように、動画データ中における時間（時刻）ｔがそれぞれ、０，Ｔ，２Ｔ，・・・，ｎ
Ｔ，（ｎ＋１）Ｔである、複数のフレーム（Ｆ０，Ｆ１，Ｆ２・・・Ｆｎ，Ｆ（ｎ＋１）
・・・）をそれぞれ抽出する。さらに、抽出された静止画データに対して、画像サイズを
小さくした一覧表示用のサムネイル画像データを生成する。
【００８３】
　但し、この第３実施形態においては、静止画データ抽出部２２は、抽出された複数の静
止画データの全てに対してサムネイル画像データを作成するわけではなく、一部の静止画
データに対してのみサムネイル画像データを作成する。より具体的には、図１７に太線で
示されている、時間間隔５Ｔ毎で抽出されているフレーム（Ｆ０，Ｆ５，・・・，Ｆｎ）
についてのみサムネイル画像データ（ＤＡＴ０，ＤＡＴ５，・・・，ＤＡＴｎ）を生成し
、時間的にそれらの間に位置する静止画データに対してはサムネイル画像データを生成し
ない。
【００８４】
　そして、図１８に示すように、対応関係記憶部２４は、静止画データ抽出部２２により
抽出された複数の静止画データのフレーム番号（Ｆ０，Ｆ１，Ｆ２・・・）、動画データ
中の時間ｔ、及び、サムネイル画像データ（ＤＡＴ０、ＤＡＴ５・・・）をそれぞれ対応
付けて記憶する（Ｓ４２）。但し、前述したように、静止画データ抽出部２２において、
フレーム番号Ｆ０，Ｆ５等の一部の静止画データに対してのみサムネイル画像データが生
成されていることから、これら一部の静止画データに対応するサムネイル画像データのみ
が、フレーム番号及び時間ｔに対応付けて記憶される（図１８において、サムネイル画像
データが生成されていないフレーム（Ｆ１，Ｆ２等）に対応する、サムネイル画像データ
の欄には“－”が付されている）。
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【００８５】
　以上の処理が終了すると、印刷ヘッド２は、抽出された複数の静止画データのうちの、
一覧表示用の静止画データ（フレーム番号Ｆ０，Ｆ５等）にそれぞれ対応する複数のサム
ネイル画像３０を、動画データ中の時間に対応付けて一覧表示されるように、これらサム
ネイル画像３０を印刷用紙Ｐ１に印刷する（Ｓ４３）。
【００８６】
　図１９は、複数のサムネイル画像３０の具体的な印刷例を示している。この図１９にお
いては、動画データから５秒の時間間隔で抽出された、一覧表示用の複数の静止画データ
（フレーム番号Ｆ０，Ｆ５等）のサムネイル画像３０のうち、１２枚のサムネイル画像３
０が、１枚の印刷用紙Ｐ１に印刷されている。
【００８７】
　また、図１９に示すように、印刷ヘッド２は、各サムネイル画像３０のすぐ下の位置に
、そのサムネイル画像３０の元となる静止画データの時間を印刷する。さらにその下に、
用紙幅方向に並ぶ複数（図１２では３つ）のサムネイル画像３０にわたって延びるチェッ
ク欄４０を印刷する。このチェック欄４０は、動画データ中の時間に対応付けられて印刷
される。即ち、チェック欄４０の、あるサムネイル画像３０のすぐ下の位置（サムネイル
画像３０に対応付けられた位置）は、そのサムネイル画像３０の元となる静止画データの
時間に対応付けられている。また、チェック欄４０の、２つのサムネイル画像３０の間の
位置は、それら２つのサムネイル画像３０の元となる２つの静止画データの間の時間に対
応付けられている。
【００８８】
　このようにして、印刷用紙Ｐ１にサムネイル画像３０とチェック欄４０が印刷されると
、図２０に示すように、ユーザーは、各サムネイル画像３０の下に印刷された動画データ
中の時間を参照しながら、印刷したい画像の時間を推定し、その推定した時間に対応する
、チェック欄４０の所定の位置に選択マーク３１を付ける。即ち、あるサムネイル画像３
０に対応する静止画像そのものを印刷させたい場合には、そのサムネイル画像３０のすぐ
下の位置において、チェック欄４０に選択マーク３１を付ける。また、ある２つのサムネ
イル画像３０を見て、時間的にそれらの間にあると思われるシーンの画像を印刷させたい
場合には、それら２つのサムネイル画像３０の間の位置において、チェック欄４０に選択
マーク３１を付ける。
【００８９】
　その後、選択マーク３１が付された印刷用紙Ｐ１がスキャナ４で読み取られる（Ｓ４４
：Ｙｅｓ）と、選択画像抽出部２５により、スキャナ４で得られた画像データから選択マ
ーク３１が検出される。但し、選択画像抽出部２５が選択マーク３１を検出することがで
きなかった場合には（Ｓ４５：Ｎｏ）、制御装置５は、選択マーク３１が付されていない
旨を通知するエラーメッセージをディスプレイ９に表示させる（Ｓ４６）。
【００９０】
　選択画像抽出部２５が選択マーク３１を検出した場合には（Ｓ４５：Ｙｅｓ）、選択画
像抽出部２５は、チェック欄４０の選択マーク３１が付されている位置から、その選択マ
ーク３１に対応する動画データ中の時間（即ち、ユーザーにより印刷が要求されている静
止画データの時間）を認識する。そして、対応関係記憶部２４に記憶された、フレーム番
号と動画データ中の時間との関係を参照して、認識した時間に対応するフレーム番号の静
止画データ（印刷要求静止画データ）を動画データから抽出する（Ｓ４７）。
【００９１】
　選択マーク３１が、チェック欄４０の、あるサムネイル画像３０と対応する位置（サム
ネイル画像３０のすぐ下の位置）に付されている場合には、選択画像抽出部２５は、その
サムネイル画像３０に対応する動画データ中の時間を認識して、サムネイル画像３０の元
となる静止画データを印刷要求静止画データとして抽出する。一方、図２０に示すように
、選択マーク３１が、チェック欄４０の、２つのサムネイル画像３０に対応する位置の間
に付されている場合には、選択画像抽出部２５は、２つのサムネイル画像３０の元となる
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２つの静止画データの間の時間を認識する。つまり、サムネイル画像３０が印刷された２
つの静止画データの間に位置する静止画データ（図１７、図１８における、サムネイル画
像データが作成されているフレームＦ０，Ｆ５等の間に位置する、Ｆ１～Ｆ４等のフレー
ム）を、印刷要求静止画データとして抽出する。
【００９２】
　このようにして、選択画像抽出部２５により印刷要求静止画データが抽出されると、印
刷ヘッド２は、図２１に示すように、選択画像抽出部２５により抽出された印刷要求静止
画データの画像３２を、その動画データ中の時間（例えば、１４時間３０分４２秒）とと
もに、別の印刷用紙Ｐ２（第２の印刷媒体）に印刷する（Ｓ４８）。
【００９３】
　この第３実施形態によれば、表示されているサムネイル画像３０の元となる静止画デー
タだけでなく、時間的にそれら静止画データの間に位置する静止画データをも、印刷要求
静止画データとして抽出することができるため、サムネイル画像３０の元となる静止画デ
ータの画像よりも、さらに印刷に適した画像を、ユーザーが選択して印刷することが可能
になる。逆に言えば、サムネイル画像３０の表示間隔を大きく（粗く）して、サムネイル
画像３０の枚数を少なくしつつも、最適な画像（最も印刷したいシーンの画像）をユーザ
ーが選択することが可能になる。
【００９４】
　尚、上述した第３実施形態においては、図１７に示すように、サムネイル画像３０の印
刷前に、静止画データ抽出部２２が、一覧表示用の静止画データ（サムネイル画像データ
を生成する静止画データ：フレームＦ０，Ｆ５等）だけでなく、それらの間の静止画デー
タ（フレームＦ１～Ｆ４等）をも抽出している。しかし、サムネイル画像３０の印刷前に
は、静止画データ抽出部２２が一覧表示用の静止画データのみを抽出し、ユーザーによっ
て、それら一覧表示用の静止画データの間の時間が指定されたときに初めて、選択画像抽
出部２５がその時間に対応する静止画データを抽出するようにしてもよい。
【００９５】
　また、複数のサムネイル画像３０は、対応する静止画データの時間に対応付けられた位
置にそれぞれ印刷されていることから、チェック欄４０の有無にかかわらず、選択マーク
３１が印刷用紙Ｐ１のどの位置に付されているかが判別できれば、選択画像抽出部２５が
選択マーク３１に対応する動画データ中の時間を認識することが可能である。従って、印
刷ヘッド２が複数のサムネイル画像３０とともにチェック欄４０を印刷する必要は必ずし
もない。尚、このようにチェック欄４０が印刷用紙Ｐ１に印刷されない場合には、ユーザ
ーは、任意のサムネイル画像３０に直接選択マーク３１を書き込んだり、あるいは、２つ
のサムネイル画像３０の間の位置に選択マーク３１を付けたりすればよい。
【００９６】
＜第４実施形態＞
　次に、本発明の第４実施形態について説明する。前述した第１～第３実施形態において
は、プリンタ複合機１（の制御装置５）が静止画像印刷処理の全てを行っている。しかし
、この静止画像印刷処理は、プリンタ複合機単体で全て実行される必要は特にない。即ち
、プリンタ複合機と、このプリンタ複合機を制御する外部制御手段とを含む、プリントシ
ステム全体で実現されてもよい。
【００９７】
　図２２、図２３に示すように、第４実施形態のプリントシステム１００は、印刷ヘッド
２（印刷手段）及びスキャナ４（画像読取手段）を有するプリンタ複合機５１と、このプ
リンタ複合機５１を制御するパーソナルコンピュータ５２（ＰＣ：制御手段）とを備えて
いる。
【００９８】
　プリンタ複合機５１は、印刷ヘッド２及びスキャナ４の他、用紙搬送機構３、操作部８
、ディスプレイ９、及び、これらを制御する制御装置５５等を有するが、このプリンタ複
合機５１の主要構成は、前述した第１実施形態とほぼ同様であるので、その説明は省略す
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る。また、ＰＣ５２は、ＣＰＵ、ＲＯＭ、ＲＡＭ、ハードディスク等の大容量記憶装置な
どを備えている。大容量記憶装置には、ＣＰＵによって実行される種々のアプリケーショ
ンプログラムや、動画データ等の各種データが格納されている。
【００９９】
　そして、この第４実施形態においては、前述した第１実施形態においてはプリンタ複合
機の制御装置に設けられていた、静止画データ抽出部６２、動画データ記憶部６３、対応
関係記憶部６４、及び、選択画像抽出部６５がＰＣ５２に設けられており、これら静止画
データ抽出部６２、動画データ記憶部６３、対応関係記憶部６４、及び、選択画像抽出部
６５は、ＰＣ５２のＣＰＵ、ＲＯＭ、ＲＡＭ、及び、大容量記憶装置等により構成されて
いる。言い換えれば、ＰＣ５２の大容量記憶装置に格納されているプログラムが、動画デ
ータから複数の静止画データを抽出する静止画データ抽出ステップ（図３のＳ１１）、複
数の静止画データとそれらの時間とを対応付けて記憶する記憶ステップ（Ｓ１２）、及び
、ユーザーにより付された選択マーク３１から印刷画像静止画データを抽出する選択画像
抽出ステップ（Ｓ１７）等を、ＰＣ５２のＣＰＵに実行させる。
【０１００】
　この第４実施形態の構成によれば、前記第１実施形態に対して、静止画データの抽出や
選択画像の抽出等の一部の処理をＰＣ５２側で行うという違いはあるものの、その結果、
実現される作用・効果はほぼ同じである。即ち、静止画像印刷のために、ユーザーが、通
常の画像印刷時には行わない特殊な操作をする必要がないため、機器の操作が苦手なユー
ザーでも、動画から所望のシーンの静止画像を手軽に印刷することができる。
【０１０１】
　また、静止画データ抽出部、動画データ記憶部、対応関係記憶部、及び、選択画像抽出
部の全てがＰＣ側に設けられている必要はなく、これらの一部のみがＰＣに設けられ、残
りは、前記第１実施形態と同様に、プリンタ複合機の制御装置に設けられていてもよい。
【０１０２】
　以上説明した本発明の実施形態において、対応関係記憶部２４，６４は、複数の静止画
データのフレーム番号と、それら静止画データの動画データ中の時間ｔと、サムネイル画
像データを対応付けて記憶するものであったが、各静止画データの動画データ中の時間ｔ
は必ずしも記憶しなくてもよい。そしてこの場合には、印刷制御部２０は動画データ中の
時間ｔの替わりにフレーム番号に基づいて所定のサムネイル画像３０が印刷されるように
印刷ヘッド２を制御するものであればよく、また、選択画像抽出部２５，６５は、選択画
像印刷処理においてユーザーの書込等によるチェックがなされた印刷用紙が読み取られる
と、そのユーザーのチェック結果から、動画データ中の時間ｔを認識するのではなく動画
データのフレーム番号を認識すれるものであればよい。
　また、上述した本発明の実施形態において、サムネイル画像印刷処理（Ｓ１３，Ｓ２３
，Ｓ４３）においてサムネイル画像を印刷するときは、その静止画データの時間も併せて
印刷していたが、これに替えてフレーム番号を印刷するものであってもよい。
【図面の簡単な説明】
【０１０３】
【図１】本発明の第１実施形態に係るプリンタ複合機を概略的に示す外観図である。
【図２】プリンタ複合機の電気的構成を概略的に示すブロック図である。
【図３】静止画像印刷処理のフローチャートである。
【図４】静止画データの抽出を概念的に示す図である。
【図５】対応関係記憶部に記憶される、静止画データのフレーム番号、動画データ中の時
間、及び、サムネイル画像データの対応関係を示す図である。
【図６】印刷用紙（第１の印刷媒体）に複数のサムネイル画像が印刷された状態を示す図
である。
【図７】サムネイル画像が印刷された印刷用紙に選択マークが付された状態を示す図であ
る。
【図８】印刷用紙（第２の印刷媒体）に選択画像が印刷された状態を示す図である。
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【図９】第１実施形態の変更形態において、印刷用紙に複数のサムネイル画像が印刷され
た状態を示す図である。
【図１０】第２実施形態の静止画像印刷処理のフローチャートである。
【図１１】印刷用紙（第１の印刷媒体）に複数のサムネイル画像が印刷された状態を示す
図である。
【図１２】サムネイル画像が印刷された印刷用紙に、選択マーク（第１選択マーク）が付
された状態を示す図である。
【図１３】サムネイル画像が印刷された印刷用紙に、選択マーク（第２選択マーク）が付
された状態を示す図である。
【図１４】細分化されたサムネイル画像が印刷された印刷用紙に、選択マーク（第１選択
マーク）が付された状態を示す図である。
【図１５】印刷用紙（第２の印刷媒体）に選択画像が印刷された状態を示す図である。
【図１６】第３実施形態の静止画像印刷処理のフローチャートである。
【図１７】第３実施形態における、静止画データの抽出を概念的に示す図である。
【図１８】第３実施形態の対応関係記憶部に記憶される、静止画データのフレーム番号、
動画データ中の時間、及び、サムネイル画像データの対応関係を示す図である。
【図１９】印刷用紙（第１の印刷媒体）に複数のサムネイル画像が印刷された状態を示す
図である。
【図２０】サムネイル画像が印刷された印刷用紙に、選択マークが付された状態を示す図
である。
【図２１】印刷用紙（第２の印刷媒体）に選択画像が印刷された状態を示す図である。
【図２２】第４実施形態に係るプリントシステムの概略構成図である。
【図２３】第４実施形態のプリントシステムの電気的構成を概略的に示すブロック図であ
る。
【符号の説明】
【０１０４】
１　プリンタ複合機
２　印刷ヘッド
４　スキャナ
２２　静止画データ抽出部
２４　対応関係記憶部
２５　選択画像抽出部
３０　サムネイル画像
３１　選択マーク
３１ａ　選択マーク（第１選択マーク）
３１ｂ　選択マーク（第２選択マーク）
３３　動画データＩＤ（動画識別マーク）
３５　グループ識別マーク
５１　プリンタ複合機
５２　パーソナルコンピュータ（制御手段）
６２　静止画データ抽出部
６３　動画データ記憶部
６４　対応関係記憶部
６５　選択画像抽出部
１００　プリントシステム
Ｐ１　印刷用紙（第１の印刷媒体）
Ｐ２　印刷用紙（第２の印刷媒体）
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