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(57)【要約】
【課題】ディスプレイに表示されるコンテンツを印刷す
る場合に、煩雑な操作を不要にすることができるように
する。
【解決手段】接近接触検知部１０２は、表示部１０９か
ら所定の距離に接近したプリンタ１０１を検知し、所定
の距離以内にあると判断した場合には、位置検出部１０
３は、検知されたプリンタ１０１の位置を検出する。そ
して、ポインタ設定部１０５は、検出したプリンタ１０
１の位置に最も近い位置にポインタを表示し、プリンタ
１０１が表示部１０９と接触したことに応じて、データ
送信制御部１０７は、ポインタに指し示されたコンテン
ツのデータをプリンタ１０１に送信する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　コンテンツを表示手段に表示する表示制御手段と、
　前記表示手段から所定の距離以内にある印刷装置を検知する検知手段と、
　前記検知手段によって検知された印刷装置の位置を検出する位置検出手段と、
　前記表示手段に表示されたコンテンツのうちの、前記位置検出手段によって検出された
位置に基づくコンテンツのデータを前記印刷装置へ送信する送信手段とを備えたことを特
徴とする画像表示装置。
【請求項２】
　前記印刷装置と前記表示手段に表示されているコンテンツの位置との距離をもとに、印
刷の対象となるコンテンツの設定及び解除を切り替える印刷データ設定手段をさらに備え
ることを特徴とする請求項１に記載の画像表示装置。
【請求項３】
　前記検知手段は、前記印刷装置との接触をも検知し、
　前記送信手段は、前記印刷装置との接触に応じて、前記コンテンツのデータを前記印刷
装置に送信することを特徴とする請求項１又は２に記載の画像表示装置。
【請求項４】
　前記位置検出手段によって検出された位置に基づいて、前記表示手段に表示されている
コンテンツの印刷範囲を設定する印刷範囲設定手段をさらに備え、
　前記送信手段は、前記印刷範囲設定手段によって設定された印刷範囲のコンテンツのデ
ータを前記印刷装置に送信することを特徴とする請求項１に記載の画像表示装置。
【請求項５】
　コンテンツを表示手段に表示する表示制御工程と、
　前記表示手段から所定の距離以内にある印刷装置を検知する検知工程と、
　前記検知工程において検知された印刷装置の位置を検出する位置検出工程と、
　前記表示手段に表示されたコンテンツのうちの、前記位置検出工程において検出された
位置に基づくコンテンツのデータを前記印刷装置へ送信する送信工程とを備えたことを特
徴とする画像表示装置の制御方法。
【請求項６】
　前記印刷装置と前記表示手段に表示されているコンテンツの位置との距離をもとに、印
刷の対象となるコンテンツの設定及び解除を切り替える印刷データ設定工程をさらに備え
ることを特徴とする請求項５に記載の画像表示装置の制御方法。
【請求項７】
　前記検知工程においては、前記印刷装置との接触をも検知し、
　前記送信工程においては、前記印刷装置との接触に応じて、前記コンテンツのデータを
前記印刷装置に送信することを特徴とする請求項５又は６に記載の画像表示装置の制御方
法。
【請求項８】
　前記位置検出工程において検出された位置に基づいて、前記表示手段に表示されている
コンテンツの印刷範囲を設定する印刷範囲設定工程をさらに備え、
　前記送信工程においては、前記印刷範囲設定工程において設定された印刷範囲のコンテ
ンツのデータを前記印刷装置に送信することを特徴とする請求項５に記載の画像表示装置
の制御方法。
【請求項９】
　コンテンツを表示手段に表示する表示制御工程と、
　前記表示手段から所定の距離以内にある印刷装置を検知する検知工程と、
　前記検知工程において検知された印刷装置の位置を検出する位置検出工程と、
　前記表示手段に表示されたコンテンツのうちの、前記位置検出工程において検出された
位置に基づくコンテンツのデータを前記印刷装置へ送信する送信工程とをコンピュータに
実行させることを特徴とするプログラム。
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【請求項１０】
　請求項９に記載のプログラムを記憶したことを特徴とするコンピュータ読み取り可能な
記憶媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は画像表示装置、画像表示装置の制御方法、プログラム及び記憶媒体に関し、特
に、表示されたコンテンツを印刷するために用いて好適な技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、ディスプレイに表示されているコンテンツを印刷する場合には、ケーブルもしく
は無線接続機器を用いてプリンタをディスプレイ又はディスプレイが接続された情報処理
装置に接続する。そして、コンテンツを選択した後にメニューから印刷を選択し、プリン
タを選択して印刷を開始するという複数の操作が必要であった。そこで、例えば、特許文
献１には、プリンタ内蔵型の電子情報機器が開示されており、プリンタの接続を容易化し
ている。
【０００３】
【特許文献１】特開平１０－２８３０６７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、特許文献１に記載の電子情報機器では、プリンタの接続は容易化されて
いるが、コンテンツを選択した後の操作については、複数の操作が必要であった。このよ
うに従来の技術では、ディスプレイに表示されているコンテンツを印刷する操作が煩雑で
あり、多数のコンテンツを印刷しようとした場合に多くの手間がかかるという問題点があ
った。
【０００５】
　本発明は前述の問題点に鑑み、ディスプレイに表示されるコンテンツを印刷する場合に
、煩雑な操作を不要にすることができることを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の画像表示装置は、コンテンツを表示手段に表示する表示制御手段と、前記表示
手段から所定の距離以内にある印刷装置を検知する検知手段と、前記検知手段によって検
知された印刷装置の位置を検出する位置検出手段と、前記表示手段に表示されたコンテン
ツのうちの、前記位置検出手段によって検出された位置に基づくコンテンツのデータを前
記印刷装置へ送信する送信手段とを備えたことを特徴とする。
【０００７】
　本発明の画像表示装置の制御方法は、コンテンツを表示手段に表示する表示制御工程と
、前記表示手段から所定の距離以内にある印刷装置を検知する検知工程と、前記検知工程
において検知された印刷装置の位置を検出する位置検出工程と、前記表示手段に表示され
たコンテンツのうちの、前記位置検出工程において検出された位置に基づくコンテンツの
データを前記印刷装置へ送信する送信工程とを備えたことを特徴とする。
【０００８】
　本発明のプログラムは、コンテンツを表示手段に表示する表示制御工程と、前記表示手
段から所定の距離以内にある印刷装置を検知する検知工程と、前記検知工程において検知
された印刷装置の位置を検出する位置検出工程と、前記表示手段に表示されたコンテンツ
のうちの、前記位置検出工程において検出された位置に基づくコンテンツのデータを前記
印刷装置へ送信する送信工程とをコンピュータに実行させることを特徴とする。
【０００９】
　本発明の記憶媒体は、前記に記載のプログラムを記憶したことを特徴とする。
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【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、ディスプレイに表示されるコンテンツの選択を容易に行うことができ
るとともに、印刷データを簡単に送信することができるため、煩雑な操作を不要にするこ
とができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１１】
（第１の実施形態）
　以下、添付図面を参照しながら、本発明の好適な実施形態について詳細に説明する。な
お、以下の実施形態において示す構成は一例に過ぎず、本発明は図示された構成に限定さ
れるものではない。
【００１２】
　図１は、本実施形態に係る画像表示装置１００の構成例を示すブロック図である。
　図１において、印刷装置であるプリンタ１０１は、ユーザにより表示部１０９の近くに
持ち運びが可能なものである。したがって、プリンタ１０１は、可搬な小型プリンタであ
れば本実施形態においてより望ましい。
【００１３】
　接近接触検知部１０２は、プリンタ１０１が表示部１０９の近くに接近した場合にその
接近を検知する。また、接近接触検知部１０２は、プリンタ１０１の接近を検知すると、
通信部１０８を介してプリンタ１０１との接続を確立する。このとき、プリンタ１０１と
の接続には、公知の無線通信技術を用いる。
【００１４】
　位置検出部１０３は、接近接触検知部１０２から接近したという通知を受け、表示部１
０９の近くに位置するプリンタ１０１の接近・接触位置を検出する。また、位置検出部１
０３は表示制御部１０４と接続されており、表示部１０９の画面上に座標情報を表示する
ためのデータを表示制御部１０４に送る。
【００１５】
　表示制御部１０４は、表示部１０９にコンテンツを表示する。また、表示制御部１０４
は位置検出部１０３と接続されており、表示部１０９の画面上にプリンタ１０１の座標情
報を表示する。
【００１６】
　ポインタ設定部１０５は、プリンタ１０１が表示部１０９と最も接近している位置に印
刷データを選択するためのポインタを生成し、コンテンツの選択が可能な状態にする。印
刷データ設定部１０６は、ポインタ設定部１０５により生成されたポインタにより示され
たコンテンツを印刷データとして設定する。なお、プリンタ１０１が所定の距離から離れ
た場合は、設定を解除するように切り替える。そして、ユーザの持ち運びによりプリンタ
１０１が表示部１０９と接触すると、接触した位置のポインタのコンテンツを印刷データ
として決定する。
【００１７】
　データ送信制御部１０７は、接近接触検知部１０２によりさらにプリンタ１０１が表示
部１０９と接触したことを検知すると、印刷データ設定部１０６により設定された印刷デ
ータを、通信部１０８を介してプリンタ１０１へ送信する。また、通信部１０８は、プリ
ンタ１０１と無線により通信を行うためのものである。
【００１８】
　次に、図３を参照しながら、本実施形態の動作をさらに詳しく説明する。図３は、本実
施形態において、プリンタ３０２が接近している時の表示部１０９に表示されている画面
の一例を示す図である。
　図３において、３０１は表示部１０９に表示されている表示画面であり、３０２はプリ
ンタである。また、３０３は表示画面３０１上のコンテンツである。
【００１９】



(5) JP 2010-113614 A 2010.5.20

10

20

30

40

50

　プリンタ３０２が表示画面３０１に接近し、表示画面３０１との距離がＮ以下になると
、ポインタ設定部１０５は起動する。ここで、プリンタ３０２の通信部と表示画面３０１
とを最短で結ぶ線の長さを距離とする。なお、プリンタ３０２と表示画面３０１との距離
は、接近接触検知部１０２により検知される。また、プリンタ３０２の通信部と表示画面
３０１とを結んだ線と表示画面３０１との接点をプリンタ３０２の接近位置とする。
【００２０】
　そして、表示画面３０１との距離がＮ以下になると、ポインタ設定部１０５は、プリン
タ３０２の接近位置を中心とした同心円状にポインタ３０４を設定し、表示部１０９の表
示画面３０１に表示する。本実施形態においては、同心円の大きさは固定であり、直径３
２ピクセルであるものとする。
【００２１】
　以下、図２に示す処理の流れに従い、本実施形態の動作手順について説明する。図２は
、本実施形態において、コンテンツの中から印刷データを決定する処理手順の一例を示す
フローチャートである。
　まず、図２のステップＳ２０１において、接近接触検知部１０２は、表示部１０９への
プリンタ１０１の接近を常時監視しており、プリンタ１０１の接近を検知したか否かを判
断する。この判断の結果、プリンタ１０１の接近を検知しない場合は、検知するまで待機
し、検知した場合は、次のステップＳ２０２に進む。
【００２２】
　次に、ステップＳ２０２において、位置検出部１０３は、プリンタ１０１と表示部１０
９との距離を検出し、所定の距離以内（本実施形態では距離Ｎ）であるか否かを判断する
。この判断の結果、距離がＮを超えている場合は、距離の検出を一定時間毎に繰り返し、
そのまま待機する。なお、本実施形態では、Ｎの値は、例えば１５ｃｍで固定するものと
する。また、プリンタ１０１との距離を再検出するための時間間隔は０．５秒とする。
【００２３】
　一方、ステップＳ２０２の判断の結果、距離がＮ以下である場合は、ステップＳ２０３
において、位置検出部１０３は、プリンタ１０１の接近位置を検出する。そして、ステッ
プＳ２０４において、ポインタ設定部１０５は、接近位置を中心とする同心円状のポイン
タを設定する。このとき、表示部１０９の表示画面のポインタが指し示す位置にコンテン
ツが無い場合には、一定時間毎に位置検出を繰り返す。一方、ポインタが指し示す位置に
、コンテンツがある場合には、印刷データ設定部１０６は、ポインタが指し示すコンテン
ツを印刷データとして設定する。
【００２４】
　次に、ステップＳ２０５において、接近接触検知部１０２は、プリンタ１０１が接触し
たことを検知したか否かを判断する。この判断の結果、接触を検知していない場合は、そ
のまま待機し、接触をさらに検知した場合は、ステップＳ２０６に進む。そして、ステッ
プＳ２０６において、データ送信制御部１０７は、印刷データ設定部１０６から印刷デー
タとして設定されたコンテンツの情報を受け取り、コンテンツデータを、通信部１０８を
介してプリンタ１０１へ送信し、処理を終了する。
【００２５】
　以上、詳細に説明したように本実施形態における画像表示装置１００では、プリンタの
接近及び接触によりコンテンツの選択及び印刷を可能とした。これにより、煩雑な操作を
不要にしてコンテンツの印刷を行うことができる。なお、本実施形態では、プリンタ本体
の接近及び接触によりコンテンツの選択及び印刷データを送信する動作について説明した
が、切り離し可能なプリンタの一部を接近及び接触させることによっても本発明の効果を
損なうものではない。
【００２６】
（第２の実施形態）
　第１の実施形態においては、ポインタが指し示すコンテンツを印刷データとして設定し
、プリンタが接触したことに応じて、印刷データをプリンタに送信する例について説明し
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た。一方、表示部１０９に表示されているコンテンツの印刷範囲を設定するようにしても
よい。
【００２７】
　図４は、本実施形態に係る画像表示装置４００の構成例を示すブロック図である。なお
、図１と重複する構成については、第１の実施形態と同様であるため、説明は省略する。
　位置検出部１０３によりプリンタ１０１の位置を検出すると、印刷範囲設定部４０１は
、プリンタ１０１が表示部１０９と最も接近している位置から所定の領域のコンテンツを
設定する。そして、印刷データ設定部１０６は、その領域を印刷の対象となる印刷領域と
して設定する。なお、設定する領域の範囲は、ユーザにより不図示の操作部により設定可
能とする。
【００２８】
　そして、プリンタ１０１が表示部１０９に接触したことに応じて、画像処理部４０２は
、印刷データ設定部１０６によって設定された印刷領域の印刷データを生成し、データ送
信制御部１０７は、生成された印刷データをプリンタ１０１に送信する。
【００２９】
　以上のように本実施形態によれば、プリンタの接近及び接触によりコンテンツの印刷領
域の設定及び印刷を可能とした。これにより、煩雑な操作を不要にしてコンテンツの印刷
を行うことができる。
【００３０】
（本発明に係る他の実施形態）
　本発明は、複数の機器から構成されるシステムの１部として適用しても、１つの機器か
らなる装置の一部に適用してもよい。また、本発明は前述した実施形態を実現するための
装置及び方法のみに限定されるものではない。例えば、前述した装置内のコンピュータ（
ＣＰＵ或いはＭＰＵ）に、前記実施形態を実現するためのソフトウェアのプログラムコー
ドを供給するものも本発明の範疇に含まれる。また、このプログラムコードに従って前記
装置のコンピュータが前記各種デバイスを動作させることにより前記実施形態を実現する
場合も本発明の範疇に含まれる。
【００３１】
　この場合、前記ソフトウェアのプログラムコード自体が前記実施形態の機能を実行する
ことになる。即ち、そのプログラムコード自体、及びそのプログラムコードをコンピュー
タに供給するための手段、具体的には上記プログラムコードを格納したコンピュータ読み
取り可能な記憶媒体も本発明の範疇に含まれる。
【００３２】
　この様なプログラムコードを格納する記憶媒体としては、例えばフレキシブルディスク
、ハードディスク、光ディスク、光磁気ディスク、ＣＤ－ＲＯＭ、ＤＶＤ、磁気テープ、
不揮発性のメモリカード、ＲＯＭ等を用いることができる。
【００３３】
　また、本発明は前記プログラムコードのみに従って各種デバイスを制御することにより
、前記実施形態の機能が実現される場合に限らない。例えば、前記プログラムコードがコ
ンピュータ上で稼働しているＯＳ（オペレーティングシステム）、或いは他のアプリケー
ションソフト等と共同して前記実施形態が実現される場合も本発明の範疇に含まれる。
【００３４】
　さらに、コンピュータの機能拡張ボードに備わるメモリに格納された前記プログラムコ
ードの指示に基づいて、その機能拡張ボードに備わるＣＰＵ等が実際の処理の一部または
全部を行う場合なども本発明の範疇に含まれる。
【図面の簡単な説明】
【００３５】
【図１】本発明の第１の実施形態に係る画像表示装置の構成例を示すブロック図である。
【図２】本発明の第１の実施形態において、コンテンツの中から印刷データを決定する処
理手順の一例を示すフローチャートである。
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【図３】本発明の第１の実施形態において、プリンタが接近している時の表示部に表示さ
れている画面の一例を示す図である。
【図４】本発明の第２の実施形態に係る画像表示装置の構成例を示すブロック図である。
【符号の説明】
【００３６】
１００　画像表示装置
１０１　プリンタ
１０２　接近接触検知部
１０３　位置検出部
１０４　表示制御部
１０５　ポインタ設定部
１０６　印刷データ設定部
１０７　データ送信制御部
１０８　通信部
１０９　表示部

【図１】 【図２】
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