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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　映像データと映像データに関連付けされた印刷データとが入力され、表示画面に前記映
像データに基づく映像を表示し、前記映像データに関連付けされた印刷データを保存手段
に保存した後、プリンタ装置に前記映像データに関連付けされた印刷データを出力する印
刷コンテンツシステムの制御方法であって、
　ユーザによる指示に応じて、
　前記映像データのうち少なくとも１フレームの映像データを抽出するステップと、
　抽出された映像データに関連付けされた印刷データを前記保存手段から読みだすステッ
プと、
　前記抽出された映像データと、前記抽出された映像データに関連付けされた印刷データ
とを関連付けて再度保存するステップと、
　前記抽出された映像データに関連付けされた印刷データの印刷指示を受け付ける際に、
前記抽出された映像データに基づく映像を前記表示画面に表示するステップと
を有することを特徴とする印刷コンテンツシステムの制御方法。
【請求項２】
　映像データに関連付けされた関連情報を入力するステップと、
　入力した関連情報を前記保存手段に保存するステップと、
　前記抽出された映像データに関連した関連情報を前記保存手段から読みだし、前記抽出
された映像データに関連付けて再度保存するステップをさらに有し、
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　前記表示するステップでは、前記抽出された映像データに関連付けて保存されている関
連情報も表示する
ことを特徴とする請求項１に記載の印刷コンテンツシステムの制御方法。
【請求項３】
　前記関連情報が、前記映像に係る番組名、ジャンル、またはチャネルを含む
ことを特徴とする請求項２記載の印刷コンテンツシステムの制御方法。
【請求項４】
　映像データと映像データに関連付けされた印刷データとが入力され、表示画面に前記映
像データに基づく映像を表示し、前記映像データに関連付けされた印刷データを保存手段
に保存した後、プリンタ装置に前記映像データに関連付けされた印刷データを出力する印
刷コンテンツシステムであって、
　ユーザ指示に応じて、前記映像データのうち少なくとも１フレームの映像データを抽出
する映像データ抽出手段と、
　抽出された映像データに関連付けされた印刷データを前記保存手段から読みだし、前記
抽出された映像データと、前記抽出された映像データに関連付けされた印刷データとを関
連付けて再度保存する制御手段と、
　前記抽出された映像データに関連付けされた印刷データの印刷指示を受け付ける際に、
抽出された映像データに基づく映像を前記表示画面に表示する表示合成制御手段と
を有することを特徴とする印刷コンテンツシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、印刷コンテンツシステム及びその制御方法に関し、特に、放送局より送信
される放送データを受信して表示するデジタル放送受信装置に適用して好適なものである
。
【背景技術】
【０００２】
　近年、ＢＳデジタル放送の開始により、番組以外のデータを送信した場合に、デジタル
テレビ受像装置側（以下、ＤＴＶ装置）によってこれらのデータを処理することが容易に
なってきている。そのため、番組に関連する印刷データを番組以外のデータとして伝送し
、さらにＤＴＶ装置とプリンタとを接続して、この印刷データを印刷することが可能とな
る。このような印刷データは、具体的には、料理番組におけるレシピや、旅行番組におけ
る観光地ガイドなどである。
【０００３】
　そして、図８Ａに示すように、これらの印刷データにおいては、テレビ視聴中、印刷の
必要に応じて、画面上に印刷物の内容や印刷ボタンが表示される。これとともに、用紙の
サイズや枚数などの印刷の設定情報が表示されることも考えられる。この状態で、視聴者
であるユーザが、表示を確認し印刷ボタンを押下すると、ＤＴＶ装置からプリンタに印刷
データが転送されて印刷が実行される。
【０００４】
　この印刷においては、紙に出力するための出力データを生成するのが、プリンタ自体で
あることが多い。そのため、印刷内容がＤＴＶ装置において判断できないことも多い。こ
の点に関しては、最終的な印刷内容が分からなくても、番組視聴中であれば、視聴内容か
ら印刷内容の判断が可能である。また、図８Ａに示すような表示画面を確認することによ
って、印刷物の内容を判断することが可能であり、印刷に関して別段の困難が生じること
はない。
【０００５】
　ところが、これらの印刷データを印刷するためには、印刷を指示する時点で、プリンタ
の接続、用紙およびインクカートリッジなどの設置が完了している必要がある。このよう
な場合、印刷物をすぐに印刷できないことがある。また、すぐに印刷する必要がない場合
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もあり、この場合には、印刷データを保存しておき、プリンタの準備を整えてから、準備
が完了した後に印刷する方法が考えられる。
【特許文献１】特開２００２－１５８９７６号公報
【特許文献２】特開２００２－１５８９７９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、本発明者の知見によれば、印刷に必要な設置の準備が完了した後に印刷
する場合、上述したように、ＤＴＶ装置において印刷内容を判断できない場合が多い。ま
た、ユーザが、番組において表示された印刷の設定情報を忘れることもある。これにより
、いかなる状態で印刷が実行されるか、さらに印刷用の用紙を何枚セットしたら良いかと
いう判断が困難になることが予想される。
【０００７】
　したがって、この発明の目的は、番組に関連付けされた印刷データを保存する際におい
て、番組の表示画面データを印刷データとともに関連付けて保存することができ、保存さ
れた印刷データを後で印刷する際において、印刷データと関連付けて画面データを表示す
ることにより、印刷データの内容を連想的に認識することができるとともに、印刷の設定
情報が表示されていた場合に、この設定情報をユーザが認識することができ、便利で確実
な印刷を行うことが可能な印刷コンテンツ保存方法および印刷コンテンツ保存装置ならび
に映像受信装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記目的を達成するために、この発明の第１の発明は、
　映像データと映像データに関連付けされた印刷データとが入力され、表示画面に前記映
像データに基づく映像を表示し、前記映像データに関連付けされた印刷データを保存手段
に保存した後、プリンタ装置に前記映像データに関連付けされた印刷データを出力する印
刷コンテンツシステムの制御方法であって、
　ユーザによる指示に応じて、
　前記映像データのうち少なくとも１フレームの映像データを抽出するステップと、
　抽出された映像データに関連付けされた印刷データを前記保存手段から読みだすステッ
プと、
　前記抽出された映像データと、前記抽出された映像データに関連付けされた印刷データ
とを関連付けて再度保存するステップと、
　前記抽出された映像データに関連付けされた印刷データの印刷指示を受け付ける際に、
前記抽出された映像データに基づく映像を前記表示画面に表示するステップと
を有することを特徴とするものである。
【０００９】
　上記目的を達成するために、この発明の第２の発明は、
　映像データと映像データに関連付けされた印刷データとが入力され、表示画面に前記映
像データに基づく映像を表示し、前記映像データに関連付けされた印刷データを保存手段
に保存した後、プリンタ装置に前記映像データに関連付けされた印刷データを出力する印
刷コンテンツシステムであって、
　ユーザ指示に応じて、前記映像データのうち少なくとも１フレームの映像データを抽出
する映像データ抽出手段と、
　抽出された映像データに関連付けされた印刷データを前記保存手段から読みだし、前記
抽出された映像データと、前記抽出された映像データに関連付けされた印刷データとを関
連付けて再度保存する制御手段と、
　前記抽出された映像データに関連付けされた印刷データの印刷指示を受け付ける際に、
抽出された映像データに基づく映像を前記表示画面に表示する表示合成制御手段と
を有することを特徴とする。
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【００１２】
　この発明において、典型的には、表示画面は、配信された動画映像である。また、この
発明において、好適には、表示画面は、動画映像に関連付けされて伝送される静止画画面
である。
【００１３】
　この発明において、典型的には、表示画面関連情報は、動画映像の番組名、タイトルま
たは、配信チャネル情報であるが、そのほかの表示画面関連情報を採用することも可能で
ある。
【００１４】
　この発明において、典型的には、抽出および保存が実行される画面情報は、表示画面の
うちの少なくとも１フレームである。さらに、この発明において、典型的には、抽出およ
び保存が実行される画面情報は、表示されている動画映像の少なくとも１フレームである
。また、この発明において、好適には、抽出および保存が実行される画面情報は、動画映
像に関連付けされて伝送される静止画情報である。
【００１５】
　また、この発明は、上述の組合せに限定されるものではなく、上述した技術的思想のあ
らゆる組み合わせを包含するものである。
【発明の効果】
【００１６】
　以上説明したように、この発明によれば、番組と関連付けられた印刷データを保存する
際、この番組の表示画面データを印刷データとともに関連付けて保存しているとともに、
この保存された印刷データを後で印刷する際に、印刷データと関連付けされて上述した画
面データを表示するようにしていることにより、印刷データの内容を連想的に認識するこ
とができ、印刷の設定情報が表示されていた場合においては、この情報を認識可能となり
、受信装置によって受信された印刷対象を、便利で確実に印刷することが可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１７】
　以下、この発明の実施形態について図面を参照しながら説明する。なお、以下の実施形
態の全図においては、同一または対応する部分には同一の符号を付す。
【００１８】
　まず、この発明の第１の実施形態による印刷コンテンツシステムについて説明する。図
１に、この第１の実施形態による印刷コンテンツシステムの全体構成を示す。
【００１９】
　図１に示すように、この第１の実施形態による印刷コンテンツシステムにおいては、Ｄ
ＴＶ装置１１が、放送局からのテレビ受信、映像、音声および操作データなどを表示可能
に構成されているとともに、音声出力や、後述するリモコン装置１２からの操作表示、後
述するプリンタ装置１３における印刷動作を制御するように構成されている。
【００２０】
　リモコン装置１２は、テレビ放送の視聴者（ユーザ）が、ＤＴＶ装置１１およびプリン
タ装置１３などを制御したり、操作したりする際に用いるものである。また、プリンタ装
置１３は、ネットワーク２１によってＤＴＶ装置１１に接続されている。ネットワーク２
１は、上述したプリンタ装置１３などを接続したり、データの送受信や制御を行ったりす
るためのものである。
【００２１】
　この第１の実施形態においては、操作者であるユーザがリモコン装置１２を操作するこ
とによって、指示信号がＤＴＶ装置１１に供給され、この指示信号に基づいたＤＴＶ装置
１１における制御部の処理によって、データ放送における印刷データなどの印刷が実行さ
れる。
【００２２】
　この第１の実施形態によるＤＴＶ装置１１を図２に示す。図２に示すように、この第１
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の実施形態による印刷コンテンツシステムにおけるＤＴＶ装置１１において、チューナ部
１１０１は、受信したＴＶ放送の高周波ＴＶ信号を増幅、希望局の選局を行い、映像／音
声番組、各種データが混合されたＴＳデータを復調する。
【００２３】
　データ分離部１１０２は、上述したＴＳデータを、映像／音声番組データ、番組情報デ
ータ、番組制御文書データ、印刷用データおよび、その他データ放送用データなどに分離
するための回路である。これらのうちの映像／音声番組データは、後述するデコード部１
１０３に出力され、そのほかの番組情報データ、番組制御文書データ、印刷データおよび
その他のデータは、内部バス２２を通して、メモリ部１１５１に出力される。
【００２４】
　また、放送映像／音声データ（ＡＶ）デコード部１１０３は、分離された映像／音声番
組データおよびＣＭ放送データをデコードし、それぞれ音声制御部１１２１およびグラフ
ィック制御部１１３１に供給するための回路である。
【００２５】
　また、音声制御部１１２１は、デコード部１１０３から出力された音声データおよび内
部バス２２から出力された音声データを、切り替えたり合成したりするための回路である
。また、音声制御部１１２１は、音量、音質および臨場感などを制御し、音声出力部１１
２２に供給するための回路である。
【００２６】
　この音声出力部１１２２は、上述した音声制御部１１２１から入力された音声信号を増
幅して、スピーカに供給し音声として出力するための回路である。また、グラフィック制
御部１１３１は、データ放送画面、本ＴＶシステム内のアプリケーション画面、メッセー
ジなどのＧＵＩ画面などをシステム制御部１１９１の制御に基づいて生成するための制御
回路である。
【００２７】
　表示合成制御部１１３３は、デコード部１１０３からの番組またはＣＭ（Commercial M
essage）放送の画像データと、グラフィック制御部１１３１において生成された画像デー
タとを、システム制御部１１９１からの制御に基づいて、切替、合成、拡大／縮小、その
他各種変換または補正などを実行し、後述する表示部１１３４に出力するための制御回路
である。
【００２８】
　この表示合成制御部１１３３は、この第１の実施形態において、互いに独立して描画可
能および制御可能な、データ放送プレーンおよびアプリケーションプレーンからなる。デ
ータ放送プレーンは、さらに、動画プレーン、静止画プレーン、文字図形プレーンなどの
複数プレーンからなる。そして、表示合成制御部１１３３により、これらの複数プレーン
は独立に制御される。また、表示手段としての表示部１１３４は、上述した画像制御部１
２２１からの画像データを表示するための表示装置である。
【００２９】
　キャプチャメモリ制御部１１３５においては、通常時に表示合成制御部１１３３から表
示部１１３４に供給されるデータと同じデータが逐次入力される。これらのデータは、キ
ャプチャメモリ制御部１１３５内のフレームメモリ（図示せず）に書き込まれる。
【００３０】
　また、このキャプチャメモリ制御部１１３５に、後述するシステム制御部１１９１から
の指示信号が供給されると、１フレームの書き込みが終了した段階で、書き込みが中断さ
れ保持される。このメモリのデータは、システム制御部１１９１から供給される指示信号
により、フレームの領域が指定され、後述する内部バス２２に読み出し可能な状態で保存
される。
【００３１】
　メモリ部１１５１は、上述したデータ分離部１１０２により分離された番組情報データ
、番組再生文書、印刷用データ、その他のデータ放送データなどを一時的に保存するメモ
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リ部である。このメモリ部１１５１には、システム制御部１１９１がプログラム実行のた
めに使用するワークメモリも一時記憶される。
【００３２】
　データ保存部１１５２は、保存を行うための書き込み可能な不揮発性メモリやハードデ
ィスク装置のような補助記憶装置などから構成される。このデータ保存部１１５２には、
上述した番組データ、番組再生文書、その他のデータ放送データ、印刷用データ、キャプ
チャメモリ制御部１１３５にキャプチャされたデータ、課金制御データおよび、視聴者の
視聴履歴データなどのデータが、視聴者（ユーザ）の指示、またはシステムの制御部によ
り、必要に応じて必要と判断した場合に保存される。
【００３３】
　インターフェース部１１６１は、上述したプリンタ装置１３と接続するための回路であ
る。このインターフェース部１１６１は、ＤＴＶ装置１１のシステム制御部１１９１によ
って制御され、ＤＴＶ装置１１から供給された印刷データを外部の装置に出力する。また
、図示省略したが、ＤＴＶ装置１１が、放送局管理サーバとの接続、インターネットなど
との接続、有料放送の課金制御などにおいて各種データの送受信などを行う際に使用され
る通信部が設けられている。受信したデータも、上述したメモリ部１１５１に保存される
とともに、必要に応じ、上述したデータ保存部１１５２に保存される。
【００３４】
　リモコン制御部１１８１は、赤外線を利用したリモコン送受信制御部であり、ＴＶ視聴
者により操作されて命令信号を受信する。そして、リモコン装置１２とデータの送受信が
実行されると、このデータはシステム制御部１１９１に転送される。
【００３５】
　システム制御部１１９１は、ＤＴＶ装置１１の内部におけるそれぞれの部分を統括的に
制御可能に構成されている。また、このシステム制御部１１９１は、ＣＰＵ、主記憶、バ
ス制御部、プログラム格納部、パラメータ保存部、ＩＤ保存部、時計部およびタイマ部（
いずれも図示せず）などから構成される。
【００３６】
　以上のように構成されたこの第１の実施形態によるＤＴＶ装置１１を用いて、ＴＶ受信
を行う場合においては、上述したチューナ部１１０１およびデータ分離部１１０２により
制御が行われる。そして、ユーザがリモコン装置１２を用いることにより、チャンネル切
り替えが実行されるのに伴って、所望の放送電波が受信され、後述するＴＳデータが復調
される。そして、データ分離部１１０２により、このＴＳデータから、番組データと、番
組情報データおよびデータ放送データ（後述する制御文書、印刷データなど）とが分離さ
れる。番組データは、ＡＶデコード部１１０３に供給される。他方、番組情報データおよ
びデータ放送データは、内部バス２２を通してメモリ部１１５１に格納される。
【００３７】
　格納された番組データおよびデータ放送データは、システム制御部１１９１によって解
析され、課金制御などを含むアクセス制御、および番組情報が抽出されて、ＥＰＧの構築
などが実行される。また、データ放送データから制御文書が検出され、データ放送の制御
、表示制御、印刷用データの検出、プリンタへの印刷指示および印刷データの転送が実行
される。また、グラフィック制御部１１３１の制御により、上述したデータ放送が表示さ
れたり、ＤＴＶ装置１１内のアプリケーション、メッセージおよび操作パネルなどが表示
されたりする。
【００３８】
　表示合成制御部１１３３が制御されることにより、デコード部１１０３から供給された
映像データと、グラフィック制御部１１３１などからの画像データとが合成されたり、補
正されたりして、各種情報表示などが実行される。これらのデータは、表示部１１３４に
表示される。同様に、音声制御部１１２１が制御され、音声の合成や出力制御などが実行
されて、音声出力部１１２２に対する出力制御が実行される。
【００３９】
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　また、上述した表示合成制御部１１３３の表示データを、キャプチャメモリ制御部１１
３５に一時格納する制御を行う。また、リモコン装置１２から、データの送受信が実行さ
れ、このデータに基づいて、ＤＴＶ装置１１の内部の制御が実行される。
【００４０】
　内部バス２２は、データバスおよび制御バスであり、画像データおよび音声データの転
送や、それぞれの情報の転送に使用されるＤＴＶ装置１１内のバスである。
【００４１】
　図３に、この第１の実施形態において使用されるリモコン装置１２の詳細を示す。この
リモコン装置１２は、電源キー、音声キー、チャンネルキーといった通常のＴＶ視聴時に
使用するキーの他に、データ放送への移行に用いられるデータ放送キー１２０１（以下、
ｄキー）、データ放送時のボタンや操作パネルなどの操作や選択を行うためのカーソルキ
ーを含む決定キー１２０２などが設けられている。
【００４２】
　また、図４に、放送局より送信される放送データ、いわゆるＴＳデータを示す。この放
送データは、各国の放送体系や規格に基づいて作成されており、この放送体系に基づいて
放送され、ＤＴＶ装置１１によって受信されることにより動作する。この第１の実施形態
においては、日本国内のデジタル放送の標準規格（ＡＲＩＢ（電波産業会）標準規格）に
基づいたものとなっている。
【００４３】
　また、図４に示すように、この第１の実施形態の放送データは、ヘッダ部４１、番組デ
ータ４２およびデータ放送データ４３から構成される。
【００４４】
　ヘッダ部４１は、番組関連情報（ＳＩ）と、他の制御情報とから構成されている。ここ
で、この番組関連情報は、該番組の番組名、ジャンル、また、出演者といった番組の内容
に関する情報、また、該番組が放送されているチャネル、放送時間、コピー許可情報、各
種伝送情報といった制御情報である。また、番組データ４２は、いわゆる映像／音声スト
リームとして伝送される番組部分であり、視聴者が視聴する番組である。また、データ放
送データ４３は、番組、データ放送の表示、印刷などの制御のための制御文書および、こ
の文書の指示命令により印刷される、表示や印刷などのデータから構成される。
【００４５】
　この制御文書は、コンテンツ記述言語ｂｍｌにより記述されたｂｍｌ文書から記述され
る。また、この制御文書は、任意のイベント割り込みで起動することが可能である。また
、このイベント割り込みとしては、放送局からの指示イベント、時刻に基づいた割り込み
イベント、特定のリモコンキーの操作に基づくイベントなどがある。
【００４６】
　また、上述した表示や印刷などのデータとしては、動画、静止画、音声および文字など
のモノメディアデータや、番組に連動して印刷される印刷データなどがある。
【００４７】
　以上の放送データにおいては、番組データ４２が番組の放送時間に沿って１回のみ伝送
されるのに対し、データ放送データ４３は、同一データを何度か繰り返して伝送する、い
わゆるデータカルーセル方式により伝送される。これらの番組データ４２およびデータ放
送データ４３は、パケット化されて、ヘッダ部４１が加えられ、放送用ＴＳデータが構成
される。
【００４８】
　この第１の実施形態における制御文書は、データ放送の表示制御、印刷内容、印刷ボタ
ン５２の表示などを行うための表示制御文書および、視聴者によりこの印刷ボタン５２が
選択された際に、システム制御部１１９１内の印刷制御部１１９１ｃに印刷指示を行う印
刷制御文書などから構成されている。
【００４９】
　図５に、この第１の実施形態において、上述した制御データに基づいて、印刷データの



(8) JP 4429027 B2 2010.3.10

10

20

30

40

50

存在と、印刷物の内容と、視聴者が印刷を指示するための印刷ボタン５２とが表示された
画面構成を示す。図５Ａに示すデータ画面は、上述したデータ放送表示データに基づいて
生成されたデータ画面である。このデータ画面は、後述する番組を縮小表示する領域５１
、印刷物が存在した場合に、この印刷物の印刷を指示するための印刷ボタン５２の表示、
印刷物の内容、用紙サイズおよび印刷枚数を表示する表示領域５３などから構成される。
なお、図５に示す表示は、あくまで一例であり、種々の表示形式を必要に応じて採用する
ことができる。
【００５０】
　一方、図５Ｂに示す番組画面（以下、番組画面Ｂ）は、ＡＶデコード部１１０３により
デコードされた番組動画映像の表示画面である。図５Ｃに示す合成画面（以下、合成画面
Ｃ）は、視聴者によりリモコン装置１２のｄキー１２０１が押下されたときに、番組画面
Ｂから遷移されるデータ放送画面であり、上述したデータ画面Ａの領域５１に、番組画面
Ｂを縮小して合成表示された画面である。
【００５１】
　図６に、この第１の実施形態による印刷ファイルの構造を示す。図６に示すように、こ
の第１の実施形態による印刷ファイルは、番組関連情報から抽出された番組名、チャネル
、および番組放送時間などの番組情報、データ放送データ４３から印刷文書によって検出
された印刷データと、データ放送画面において視聴者により印刷ボタン５２が選択されて
実行された時の画面データである画面キャプチャデータとから構成される。
【００５２】
　図７に、上述したシステム制御部１１９１の制御部ごとの構造を示す。図７に示すよう
に、システム制御部１１９１は、オペレーティングシステム（ＯＳ）としての基本動作制
御部１１９１ａに管理されて、データ放送制御部１１９１ｂ、印刷制御部１１９１ｃおよ
びその他の制御部１１９１ｄが動作する構成を有している。データ放送制御部１１９１ｂ
は、上述したｂｍｌ文書により記述された制御文書を制御する、いわゆるｂｍｌブラウザ
である。そして、データ放送制御部１１９１ｂにより、制御文書に応じて、図５に示すよ
うなデータ放送画面における表示がされたり印刷ボタン５２の押下が検出されたりして、
後述する印刷制御部１１９１ｃに対する印刷指示などを実行可能となっている。
【００５３】
　そして、印刷制御部１１９１ｃにより、上述したｂｍｌブラウザを用いてされた指示命
令に基づいて、メモリ部１１５１から印刷データが生成され、メモリ部１１５１における
印刷バッファ内に仮保存される。この仮保存と同時に、キャプチャメモリ制御部１１３５
に対する書き込みが中断されて、フレームの全画面データが読み出される。フレームの全
画面データは制御部１１９１により所定の圧縮画像形式ファイル（例えばＪＰＥＧファイ
ル）に圧縮される。その後、この圧縮された全画面データは、印刷バッファとして用いら
れるメモリ部１１５１内に仮保存される。また、ユーザのリモコン装置１２の操作により
保存要求があると、上述した印刷データおよび画面データが、印刷ファイル名とともに、
データ保存部１１５２に保存される。
【００５４】
　また、ユーザ（視聴者）の要求により印刷要求があると、インターフェース部１１６１
によってプリンタ装置１３が制御され、印刷データがプリンタ装置１３に伝送されて、印
刷制御が実行される。また、ユーザのリモコン装置１２の操作に応じて、保存されたフレ
ームデータの表示や印刷データの印刷が実行される。その他の制御部１１９１ｄには、上
述した以外のＤＴＶ装置１１の制御全般の制御が含まれる。
【００５５】
　次に、この第１の実施形態によるＤＴＶ装置１１における表示および動作について、図
１０を参照しつつ説明する。
【００５６】
　すなわち、図１０に示すように、この第１の実施形態においては、ＤＴＶ装置１１の電
源がオンされた状態においてステップＳＴ１に移行する。チューナ部１１０１により、図
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４に示す放送データが受信されて復調された後、データ分離部１１０２において、上述し
た番組データ４２とデータ放送データ４３とが分離される。そして、これらのうちの番組
データ４２は、ＡＶデコード部１１０３によってデコードされる。映像については、表示
合成制御部１１３３を介して、表示部１１３４に供給され、図５に示すように番組画面Ｂ
が全画面に表示される。他方、音声は、音声制御部１１２１を介して音声出力部１１２２
から出力される。また、視聴が開始されるとともに、上述したデータ放送データ４３、お
よびデータ分離部１１０２により分離されたその他の番組データ４２は、メモリ部１１５
１に格納される。
【００５７】
　その後、ステップＳＴ２に移行して、ユーザにより、上述したリモコン装置１２のｄキ
ー１２０１が押下されたか否かの判定が行われる。その他の制御部１１９１ｄにより、こ
のｄキー１２０１の押下が検出される（ステップＳＴ２：ＹＥＳ）と、このｄキー１２０
１の押下に基づいて、データ放送制御部１１９１ｂに検出結果が通知される。これととも
に、後述する表示合成制御部１１３３に描画されるデータ放送プレーンが表示画面全体に
表示されるように制御される。他方、ｄキー１２０１以外のキーが押下された場合（ステ
ップＳＴ２：ＮＯ）には、ステップＳＴ１１に移行して、それらのキー操作に応じたキー
処理が実行される。
【００５８】
　ｄキーが押下されると、ステップＳＴ３に移行して、ｄキー１２０１の押下を検知した
データ放送制御部１１９１ｂにより、メモリ部１１５１に格納されているデータ放送デー
タ４３から制御文書が起動される。このデータ放送制御部１１９１ｂにより、起動された
制御文書に従ってグラフィック制御部１１３１が制御され、図５に示すデータ画面Ａが生
成される。さらに、データ放送制御部１１９１ｂにより、表示合成制御部１１３３のデー
タ放送プレーンにおける文字図形プレーンおよび静止画プレーンが描画されるように制御
される。
【００５９】
　データ放送制御部１１９１ｂにより、一方で番組画面Ｂが縮小されて、表示合成制御部
１１３３のデータ放送プレーンにおける動画プレーンに描画するように制御される。これ
により、図５に示すように、画面全体に合成画面Ｃが表示される。この際、データ画面Ａ
には、視聴している番組内に印刷物が表示されており、上述した制御文書データによって
、印刷データの存在と、印刷物の内容と、視聴者が印刷を開始するための印刷ボタン５２
とが表示される。
【００６０】
　その後、ステップＳＴ４に移行して、視聴者であるユーザが、印刷ボタンを選択したか
否かの判定が行われる。印刷ボタン以外のボタンが押下された場合には、ステップＳＴ２
１に移行して、そのキーに応じたキー処理が実行される。他方、印刷ボタンが選択されて
、決定キー１２０２が押下されると、この決定キー１２０２の押下を検知したデータ放送
制御部１１９１ｂにより、印刷制御部１１９１ｃに印刷の指示が供給される。
【００６１】
　その後、ステップＳＴ５に移行して、この印刷の指示信号を受信した印刷制御部１１９
１ｃにより、メモリ部１１５１から印刷データが生成されて、メモリ部１１５１内の印刷
バッファ内に仮保存が行われる。これに伴って、ステップＳＴ６に移行して、キャプチャ
メモリ制御部１１３５に対する書き込みが中断される。
【００６２】
　次に、ステップＳＴ７に移行して、図８Ｂに示すように、グラフィカル・ユーザ・イン
タフェース・パネル（ＧＵＩパネル）が表示される。これにより、ユーザに対して、すぐ
に印刷開始するか（“はい”ボタン）、印刷データを保存して後で印刷するか（“保存”
ボタン）の選択を促し、選択が待機される（ステップＳＴ８）。
【００６３】
　ステップＳＴ８において、視聴者がすぐに印刷開始を行う“はい”ボタンが選択された
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場合（ＳＴ８：ＮＯ）、ステップＳＴ３１に移行する。ステップＳＴ３１においては、印
刷制御部１１９１ｃにより、インターフェース部１１６１を通じてプリンタ装置１３が制
御される。その後、上述した印刷データがプリンタ装置１３に伝送されて印刷が実行され
る。この際、必要に応じて、ＧＵＩパネルの表示も行われ、ユーザの指示に対応可能な状
態とされる。
【００６４】
　一方、保存する“保存”ボタンが押下された場合（ＳＴ８：ＹＥＳ）、ステップＳＴ９
に移行して、上述したキャプチャメモリ制御部１１３５に書き込まれているフレームの全
画面データが読み出され、例えばＪＰＥＧデータに圧縮された後、メモリ部１１５１に一
時的に格納される。この格納されたＪＰＥＧデータと、生成されてメモリ部１１５１内に
格納されている印刷データと、関連情報に含まれている番組名、チャネル、放送時間など
の番組関連情報が、印刷ファイル名とともに、データ保存部１１５２に保存される。この
際、ファイル名の属性として、印刷ボタンが押下された日時などが保存される。これによ
り、印刷データと、印刷ボタンが押下された時の表示画面データとが関連付けされて、図
６に示すような印刷ファイルとして保存される。
【００６５】
　次に、この第１の実施形態において、上述の保存された印刷ファイルを印刷する場合に
おける、表示および動作について説明する。図１１に、この第１の実施形態による印刷フ
ァイルの表示および動作のフローチャートを示す。
【００６６】
　図１１に示すように、まず、ステップＳ１において、ユーザによりリモコン装置１２の
メニューキーが押下されると、その他の制御部１１９１ｄにより、この押下が検知されて
、グラフィック制御部１１３１が制御される。このグラフィック制御部１１３１により、
メインメニューとしてのＧＵＩ画面が生成され、このメインニューを表示合成制御部１１
３３のアプリケーションプレーンに描画する。これにより、図９Ａに示すように、視聴画
面上にメインメニューＧＵＩ画面が表示される。
【００６７】
　次に、ステップＳ２に移行し、このメインメニューＧＵＩ画面において、視聴者により
印刷ボタンが選択され決定されたか否かの判定が行われる。印刷ボタンが選択されずに、
そのほかのボタンが選択されて決定される（ステップＳ２：ＮＯ）と、ステップＳ９に移
行し、選択され決定されたボタンに応じたボタン処理が実行される。
【００６８】
　他方、印刷ボタンが選択され決定される（ステップＳ２：ＹＥＳ）と、ステップＳ３に
移行して、システム制御部１１９１により、この印刷ボタンの選択決定が検知され、制御
が印刷制御部１１９１ｃに渡される。その後、印刷制御部１１９１ｃにより、グラフィッ
ク制御部１１３１が制御され、保存されている複数の印刷ファイルに、名前付きボタンが
リスト状に並べられる。名前としては、印刷ファイル内の番組関連情報内の番組名が表示
される。このようにして、ＧＵＩ画面を含む印刷コンテンツ一覧画面が生成される。この
コンテンツ一覧画面は、表示合成制御部１１３３のアプリケーションプレーンに描画され
、表示部１１３４に表示される。
【００６９】
　その後、ステップＳ４に移行して、画面上において強調表示される、いわゆるフォーカ
スが、少なくとも１つの印刷ファイルの中から、最後に保存された印刷ファイルボタンに
設定されるように制御される。
【００７０】
　次に、ステップＳ５に移行して、この印刷ファイルと関連付けて保存されているＪＰＥ
Ｇデータが展開される。展開されたＪＰＥＧファイルは、印刷ファイル関連画像として、
ボタンＧＵＩ画面の例えば右側に、縮小して描画されるように制御される。これにより、
図９Ｂに示すような表示が行われる。その後、ステップＳ６に移行して、視聴者により、
フォーカスされている印刷ファイルに対し決定キーが押下されると、ステップＳ７に移行
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して、上述と同様の印刷が開始される。
【００７１】
　他方、ステップＳ６において決定キーが押下されないと、ステップＳ１０に移行する。
そして、上下カーソルキーが押下されると、ステップＳ１２に移行して、フォーカスが他
の印刷ファイルに移動する。他方、ステップＳ１０において、上下カーソルキーが押下さ
れないで、他のキーが押下された場合には、ステップＳ１１に移行して、そのほかのキー
に基づいた、例えばチャンネルキーなどのキー処理が実行される。
【００７２】
　また、フォーカスが他の印刷ファイルに移動すると、ステップＳ５に移行する。そして
、このフォーカスされた印刷ファイルに対応する関連画像が表示される。これらの処理は
、決定キーおよび上下カーソルキーの押下以外の操作が行われるまで継続される。
【００７３】
　以上のようにして、この第１の実施形態による印刷コンテンツシステムを用いたコンテ
ンツの印刷が行われる。
【００７４】
　　（第２の実施形態）
　次に、この発明の第２の実施形態による印刷コンテンツシステムについて説明する。こ
の第２の実施形態においては、印刷ボタン押下時のキャプチャ画像として、キャプチャメ
モリ制御部１１３５のメモリにキャプチャされた１フレーム全体を読み出し、図６に示す
ように保存している第１の実施形態と異なり、図１２に示すように、保存される印刷ファ
イルの構成として、キャプチャ画像の部分を、データ放送データ４３と領域５１に表示さ
れていた動画画面のキャプチャデータとの２つのデータから構成する。そのほかの構成は
第１の実施形態におけると同様であるので、その説明を省略する。
【００７５】
　次に、この第２の実施形態による印刷データの保存までの動作について説明する。なお
、視聴者により視聴が開始されてから図８Ｂに示す画面において保存ボタンが押下される
ステップＳＴ８（図１０参照）までは、第１の実施形態におけると同様であるので、その
説明を省略する。
【００７６】
　そして、この第２の実施形態においては、図１０に示すステップＳＴ８において、保存
ボタンが選択され決定されたことが検知される（ステップＳＴ８：ＹＥＳ）と、印刷制御
部１１９１ｃにより、キャプチャメモリ制御部１１３５のキャプチャメモリからデータ放
送画面の領域５１に相当する領域のデータが読み出される。この読み出された領域５１に
相当するデータは、例えばＪＰＥＧファイルなどの所定の画像圧縮形式のファイルに圧縮
される。その後、データ放送の制御文書から読み出し可能とするために、いわゆるモノメ
ディア静止画の形式に変換される。
【００７７】
　次に、データ放送画面の表示を制御する制御文書のうちの、領域５１に表示される内容
の記述が、動画映像の縮小表示の記述から、上述のモノメディア静止画の表示の記述に書
き換えられる。
【００７８】
　そして、この制御文書と上述したモノメディア静止画とが、印刷データとともに図１２
に示す印刷ファイルにされて、データ保存部１１５２に保存される。
【００７９】
　次に、この保存された印刷ファイルが、メニュー画面においてリスト表示され選択され
て、印刷が実行される場合について説明する。なお、この第２の実施形態においては、視
聴者の操作と表示される内容（図９参照）とは、第１の実施形態におけると同様であるの
で、その説明を省略する。
【００８０】
　すなわち、図１１に示すように、この第２の実施形態においては、ステップＳ５におけ
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る、フォーカスされた印刷ファイルよりキャプチャ画像としての画像を生成する作成方法
が、第１の実施形態による作成方法と異なる。
【００８１】
　すなわち、この第２の実施形態においては、まず、印刷制御部１１９１ｃにより、表示
合成制御部１１３３に対して、図１３Ａに示すメニュー画面がアプリケーションプレーン
に描画される。また、後述するデータ放送画面が、図１３Ｂに示す縮小されたデータ放送
プレーンに描画される。また、これらが合成されて画面に表示されるように制御される。
【００８２】
　そして、メニュー画面においてフォーカスされた印刷名ファイルに該当するデータ放送
データ４３の制御文書が読み出され、データ放送制御部１１９１ｂに伝送される。そして
、この制御文書に従って、データ放送制御部１１９１ｂに表示合成制御部１１３３に描画
するように指示信号が供給される。
【００８３】
　このようなデータ放送の制御文書が供給されたデータ放送制御部１１９１ｂによって、
制御文書が解析されて、図５に示すデータ画面Ａが生成される。同様に、データ放送制御
部１１９１ｂにより書き換えられてキャプチャされ、例えばＪＰＥＧファイルなどの所定
の画像圧縮形式ファイルに変換されたモノメディア画像がデコードされ、領域５１に、表
示合成制御部１１３３のデータ放送プレーンが表示される。
【００８４】
　上述したように、データ放送プレーンは、表示画面全体中において、図１３Ｂに示すよ
うに、縮小して表示されるように制御される。その結果、図９Ｂに示すような合成画面が
表示される。
【００８５】
　以上のようにして、この第２の実施形態による印刷結果の保存が行われる。
【００８６】
　　（第３の実施形態）
　次に、この発明の第３の実施形態による印刷コンテンツシステムについて説明する。こ
の第３の実施形態においては、キャプチャメモリ制御部１１３５は、静止画キャプチャを
用いることなく構成される。また、表示画像の最新の一定時間のデータを常に録画してお
き、視聴者の印刷データの指示に伴って、この録画されたデータを印刷データとともに保
存する例について説明する。なお、この場合においては、音声データもともに保存するこ
とが可能である。この第３実施形態によるＤＴＶ装置の構成を図１４に示す。
【００８７】
　図１４に示すように、この第３の実施形態によるＤＴＶ装置は、第１の実施形態および
第２の実施形態と異なり、キャプチャメモリ制御部１１３５の代わりに一時録画制御部１
１３６が設けられている。そのほかの構成については、第１および第２の実施形態と同様
であるので、その説明を省略する。
【００８８】
　この第３の実施形態においては、図１５に示すように、保存される印刷ファイルは、印
刷ファイル対応画像の部分が、データ放送データ４３と領域５１に表示されていた動画画
面の一時録画動画像とから構成されている。
【００８９】
　この一時録画制御部１１３６は、表示される番組の直近（最新）の例えば所定時間録画
可能に構成されている。この第３の実施形態においては、例えば表示される番組の前後そ
れぞれ１０秒ずつ、合計約２０秒間が録画可能に構成されている。また、上述したシステ
ム制御部１１９１の動作は、図８Ａに示す印刷ボタンが表示されたデータ放送画面におい
て、視聴者により印刷ボタン５２が押下されるまでは、第１および第２の実施形態と同様
である。
【００９０】
　印刷ボタン５２が押下されると、他の制御部１１９１ｄにより、このボタンの押下され
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た情報がデータ放送制御部１１９１ｂに供給されるとともに、一時録画制御部１１３６に
、例えば１０秒後に録画を中断する中段信号を供給して制御される。これにより、視聴者
が印刷ボタン５２を押下前後の例えば約１０秒間の番組がこの一時録画制御部１１３６に
録画される。なお、これらの録画時間は、必ずしもこの数値に限るものではなく、そのほ
かの時間であっても良く、または所望の時間をユーザが設定可能に構成してもよい。
【００９１】
　一方、上述の第１および第２の実施形態と同様にして、印刷ボタン５２が選択され決定
された情報を検知したデータ放送制御部１１９１ｂにより、印刷制御部１１９１ｃに印刷
の指示信号が供給され、印刷制御部１１９１ｃにより、図８Ｂに示す操作画面が表示され
る。そして、視聴者がリモコン装置１２を利用して保存ボタンが選択されると、データ放
送の制御文書が、上述した一時録画データを繰り返して表示するよう書き換えられる。そ
して、図１５に示すように、上述した一時録画制御部１１３６の内部に記憶された録画デ
ータおよび、番組関連情報印刷データとともに、図１５に示すような印刷ファイル名が付
加されて印刷ファイルが生成され、データ保存部１１５２に保存される。
【００９２】
　次に、この保存された印刷ファイルをメニュー画面からリスト表示し、選択された後に
印刷する場合について説明する。この場合、ユーザによる操作と表示される内容（図９参
照）とは、第１の実施形態におけると同様であるが、図１１に示すステップＳ５において
、第１の実施形態と異なり、フォーカスされた印刷ファイルのＪＰＥＧファイルのデータ
を展開リストの右横に表示する代わりに、フォーカスされた印刷ファイルの対応画像のデ
ータが表示される。
【００９３】
　すなわち、この第３の実施形態においては、まず、印刷制御部１１９１ｃが表示合成制
御部１１３３に対し、図１３Ａに示すメニュー画面が、アプリケーションプレーンに、図
１３Ｂに示すデータ放送画面が、縮小されたデータ放送プレーンに描画され、合成されて
表示されるように制御される。
【００９４】
　そして、メニュー画面においてフォーカスされた印刷名のファイルのデータ放送データ
４３の制御文書が読み出されて、データ放送制御部１１９１ｂに伝送される。そして、こ
の制御文書に従って、表示合成制御部１１３３に描画するようにデータ放送制御部１１９
１ｂに指示信号を供給する。
【００９５】
　データ放送データ４３の制御文書が供給されたデータ放送制御部１１９１ｂにより、こ
の制御文書を解析されて、図５に示すデータ画面Ａが生成される。また、領域５１に、上
述の書き換えられた記述に従って、データ保存部１１５２内に保存されている番組視聴時
に表示された、所定時間、例えば約２０秒間の録画データが繰り返し読み出され、ＡＶデ
コード部１１０３によりデコードされてグラフィック制御部１１３１によりデータ放送プ
レーンに表示される。
【００９６】
　そして、第２の実施形態におけると同様にして、データ放送プレーンは、表示画面全体
の中で、図１３Ｂのように縮小されて表示されるように制御される。その結果、図９Ｂに
示すような合成画面、領域５１内に、動画が表示される。なお、この場合において音声も
動画に同期して出力される。
【００９７】
　印刷ファイルの印刷および保存に関するその他の構成は、第１の実施形態におけると同
様であるのでその説明を省略する。以上により、この第３の実施形態による印刷コンテン
ツの印刷および保存が実行される。
【００９８】
　以上、この発明の実施形態について具体的に説明したが、この発明は、上述の実施形態
に限定されるものではなく、この発明の技術的思想に基づく各種の変形が可能である。
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【００９９】
　例えば、上述の実施形態において挙げた数値はあくまでも例に過ぎず、必要に応じてこ
れと異なる数値を用いてもよい。
【０１００】
　具体的には、第２の実施形態における番組画面キャプチャは、表示合成制御部１１３３
からではなく、ＡＶデコード部１１０３からの出力をキャプチャし、それを縮小するよう
にしても良い。
【０１０１】
　また、上述した実施形態においては、プリンタはネットワーク接続であったが、必ずし
もネットワーク接続である必要はなく、そのほかの専用のインターフェースを使用するこ
とも可能である。また、プリンタがＴＶに接続されていなくても、インターフェース部よ
り、ＰＣなどの装置に印刷データと画面キャプチャデータを送信し、上述した装置により
これを受信後、表示、印刷することも可能である。
【０１０２】
　また、メモリカードなどの印刷ファイルの蓄積が可能な蓄積装置を接続し、印刷データ
と画面キャプチャデータをこの蓄積装置に保存し、ＴＶ以外のＰＣなどにより上述した蓄
積装置を接続、印刷ファイルを読み込み表示、印刷することも可能である。
【０１０３】
　また、上述した実施形態においては、キャプチャデータとして格納、録画される場合、
格納、録画時は、全画面のサイズのまま印刷ファイルの一部としてデータ保存部１１５２
に保存し、印刷リストに表示する際、縮小して表示するように構成されているが、これは
、保存する際、印刷リスト時に表示される画面サイズに縮小して保存することも可能であ
る。
【図面の簡単な説明】
【０１０４】
【図１】この発明の第１の実施形態による印刷コンテンツシステムの全体構成を示すブロ
ック図である。
【図２】この発明の第１の実施形態によるＤＴＶ装置の詳細を示すブロック図である。
【図３】この発明の第１の実施形態によるリモコン装置の詳細を示す略線図である。
【図４】この発明の第１の実施形態による放送データの構成を示す略線図である。
【図５】この発明の第１の実施形態による画面の構成を説明するための略線図である。
【図６】この発明の第１の実施形態による印刷ファイルの構成を説明するための略線図で
ある。
【図７】この発明の第１の実施形態によるシステム制御部の構造を示すブロック図である
。
【図８】この発明の第１の実施形態によるデータ放送時の印刷画面を説明するための略線
図である。
【図９】この発明の第１の実施形態による印刷データ保存後に行われる印刷時の印刷画面
を説明するための略線図である。
【図１０】この発明の第１の実施形態による印刷データ保存時の動作を説明するためのフ
ローチャートである。
【図１１】この発明の第１の実施形態による印刷データ保存後の印刷画面を説明するため
のフローチャートである。
【図１２】この発明の第２の実施形態における印刷ファイルの構成を説明するための略線
図である。
【図１３】この発明の第２の実施形態の印刷リストにおける印刷ファイル対応画面を説明
するための略線図である。
【図１４】この発明の第３の実施形態によるＤＴＶ装置の詳細を示すブロック図である。
【図１５】この発明の第３の実施形態による印刷ファイルの構成を説明するための略線図
である。
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【符号の説明】
【０１０５】
　１１　ＤＴＶ装置
　１２　リモコン装置
　１３　プリンタ装置
　２１　ネットワーク
　２２　内部バス
　４１　ヘッダ部
　４２　番組データ
　４３　データ放送データ
　５１　領域
　５２　印刷ボタン
　５３　表示領域
　１１０１　チューナ部
　１１０２　データ分離部
　１１０３　デコード部
　１１２１　音声制御部
　１１２２　音声出力部
　１１３１　グラフィック制御部
　１１３３　表示合成制御部
　１１３４　表示部
　１１３５　キャプチャメモリ制御部
　１１３６　一時録画制御部
　１１５１　メモリ部
　１１５２　データ保存部
　１１６１　インターフェース部
　１１７１　通信部
　１１８１　リモコン制御部
　１１９１　システム制御部
　１１９１ａ　基本動作制御部
　１１９１ｂ　データ放送制御部
　１１９１ｃ　印刷制御部
　１１９１ｄ　その他の制御部
　１２０１　データ放送キー
　１２０２　決定キー
　１２２１　画像制御部
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