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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　印刷データに基づき画像が印刷された用紙に対して綴じ処理を実行する際の用紙の綴じ
位置を入力する入力手段と、
　前記入力手段により入力された用紙の綴じ位置に基づき、前記印刷データに基づき印刷
される画像とともに用紙に印刷される透明な記録材の印刷位置を設定する設定手段と、
　前記用紙をめくる際に指を掛け易くするために、前記設定手段により設定された印刷位
置に前記透明な記録材を印刷するよう制御する印刷制御手段とを有することを特徴とする
印刷制御装置。
【請求項２】
　前記入力手段により入力された用紙の綴じ位置に基づき、前記透明な記録材の印刷位置
の候補を決定する決定手段と、
　前記決定手段により決定された透明な記録材の印刷位置の候補の中から、前記透明な記
録材の印刷位置を選択する選択手段とを更に有し、
　前記設定手段は、前記選択手段により選択された透明な記録材の印刷位置を前記透明な
記録材の印刷位置として設定することを特徴とする請求項１に記載の印刷制御装置。
【請求項３】
　前記決定手段は、前記用紙の綴じ位置とは異なる位置のうち少なくとも１つ以上を前記
透明な記録材の印刷位置の候補として決定することを特徴とする請求項２に記載の印刷制
御装置。
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【請求項４】
　前記決定手段は、前記入力手段により特定の辺が用紙の綴じ位置として入力された場合
、該用紙の綴じ位置の対辺の上と下と中央の部分とから少なくとも１つ以上を前記透明な
記録材の印刷位置の候補として決定することを特徴とする請求項３に記載の印刷制御装置
。
【請求項５】
　前記決定手段は、前記入力手段により特定の頂点が用紙の綴じ位置として入力された場
合、該用紙の綴じ位置の対角の頂点と該用紙の綴じ位置の対角を形成する辺の中央の部分
とから少なくとも１つ以上を前記透明な記録材の印刷位置の候補として決定することを特
徴とする請求項３に記載の印刷制御装置。
【請求項６】
　前記印刷データを生成する生成手段と、
　データを送信する送信手段とを有し、
　前記印刷制御手段は、前記生成手段により生成された印刷データと、前記入力手段によ
り入力された用紙の綴じ位置を示すデータと、前記選択手段により選択された補助印刷の
印刷位置を示すデータとを印刷装置に送信するよう前記送信手段を制御することを特徴と
する請求項２乃至５の何れか１項に記載の印刷制御装置。
【請求項７】
　前記印刷データを生成する生成手段と、
　前記透明な記録材を作成する作成手段と、
　前記選択手段により選択された透明な記録材の印刷位置に基づき、前記印刷データに前
記透明な記録材のデータを合成する合成手段と、
　データを送信する送信手段とを有し、
　前記印刷制御手段は、前記合成手段により合成された印刷データと、前記入力手段によ
り入力された用紙の綴じ位置を示すデータとを印刷装置に送信するよう前記送信手段を制
御することを特徴とする請求項２乃至５の何れか１項に記載の印刷制御装置。
【請求項８】
　前記印刷データを受信する受信手段と、
　前記透明な記録材を作成する作成手段と、
　画像を印刷する印刷手段とを有し、
　前記印刷制御手段は、前記印刷データに基づき用紙に画像を印刷するとともに、前記選
択手段により選択された透明な記録材の印刷位置に基づき、該用紙に前記透明な記録材を
印刷するよう前記印刷手段を制御することを特徴とする請求項２乃至５の何れか１項に記
載の印刷制御装置。
【請求項９】
　前記入力手段により入力された用紙の綴じ位置に基づき、前記印刷手段により印刷が実
行された用紙に対する綴じ処理の実行を制御する綴じ制御手段を有することを特徴とする
請求項８に記載の印刷装置。
【請求項１０】
　前記綴じ制御手段の制御により、前記印刷手段により印刷が実行された用紙に対して綴
じ処理を実行する綴じ手段を有することを特徴とする請求項９に記載の印刷装置。
【請求項１１】
　前記印刷制御手段は、前記印刷データに基づき印刷が実行される用紙の枚数が所定の枚
数より小さい場合、前記透明な記録材の印刷を実行しないよう制御することを特徴とする
請求項１乃至５の何れか１項に記載の印刷装置。
【請求項１２】
　印刷制御装置を制御するための制御方法であって、
　印刷データに基づき画像が印刷された用紙に対して綴じ処理を実行する際の用紙の綴じ
位置を入力する入力工程と、
　前記入力工程により入力された用紙の綴じ位置に基づき、前記印刷データに基づき印刷
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される画像とともに用紙に印刷される透明な記録材の印刷位置を設定する設定工程と、
　前記用紙をめくる際に指を掛け易くするために、前記設定工程により設定された印刷位
置に前記透明な記録材を印刷するよう制御する印刷制御工程とを有することを特徴とする
制御方法。
【請求項１３】
　印刷制御装置に、
　印刷データに基づき画像が印刷された用紙に対して綴じ処理を実行する際の用紙の綴じ
位置を入力する入力ステップと、
　前記入力ステップにより入力された用紙の綴じ位置に基づき、前記印刷データに基づき
印刷される画像とともに用紙に印刷される透明な記録材の印刷位置を設定する設定ステッ
プと、
　前記用紙をめくる際に指を掛け易くするために、前記設定ステップにより設定された印
刷位置に前記透明な記録材を印刷するよう制御する印刷制御ステップとを実行させるため
の制御プログラム。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、印刷制御装置、印刷制御装置の制御方法及び制御プログラムに関するもので
ある。
【背景技術】
【０００２】
　近年、印刷装置において、印刷後に後処理部を用いて様々な仕上げ処理を実行できるも
のが増えてきた。
【０００３】
　仕上げ処理としては、包み製本や中綴じ製本やステイプル等が代表的である。包み製本
とは、本文となる印刷後の複数枚の用紙を表紙で包み、背面を糊付けして出力する仕上げ
処理である。中綴じ製本とは、印刷後の複数枚の用紙を中綴じし、中綴じ位置で２つ折に
して出力する仕上げ処理である。ステイプルとは、ソートされた出力用紙の束をステイプ
ルで綴じる仕上げ処理である。
【０００４】
　仕上げ処理の技術の向上に伴い、一度に多くの枚数の用紙を綴じることができるように
なってきた。
【０００５】
　仕上げ処理を行い、一度に多くの枚数の用紙が紙端の揃った状態で重なって出力された
場合、静電気により用紙同士が互いに貼り付いてページがめくりにくくなってしまう場合
がある。その原因の一つとして、紙の断面の一律化等が考えられる。紙の断面の一律化と
は、用紙の紙端が断裁等により揃うことにより、指が紙間に入りにくくなるためページが
めくりにくくなるものである。
【０００６】
　この問題を解決するために、特許文献１には断面の一律化の対処方法が開示されている
。特許文献１には、シートの一端をずらしたシート束に中綴じ処理や折り処理を施すこと
で、ページのめくりやすい冊子を作成するシート後処理装置付き画像形成装置が開示され
ている。
【特許文献１】特開２００４－９３８５６
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかし、特許文献１に開示された方法では、用紙をずらして綴じてしまうため、本来意
図した製本の体裁を得ることができなくなってしまう。また、裁断処理を行う場合、用紙
をずらしてもその意味が無くなってしまう。さらに、包み製本処理を行う場合、背面を糊
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付けしなければならない為、用紙をずらすこと自体が不可能である。
【０００８】
　そこで、用紙の紙をめくる位置に補助画像を印刷し、ページがめくり易い出力物を得る
ことが考えられる。補助画像とは、用紙を綴じたときに用紙がめくりやすくなるようにす
るために用紙に印刷する画像のことをいう。図２０は、補助画像を印刷した印刷物を正面
から見た図である。図２０では、綴じられた用紙を指でめくる位置として、製本の綴じ位
置の対辺の中央に補助画像が印刷されている。図２１は、補助画像を印刷した印刷物を断
面から見た図である。図２０では、補助画像によって用紙の間に隙間が発生し、用紙をめ
くるときに指を掛け易くなっている。
【０００９】
　しかし、補助画像の印刷位置は、印刷する度に毎回指定する必要があるため、設定が困
難であった。
【００１０】
　本発明は、補助画像の印刷位置を容易に設定することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明に係る印刷制御装置は、印刷データに基づき画像が印刷された用紙に対して綴じ
処理を実行する際の用紙の綴じ位置を入力する入力手段と、前記入力手段により入力され
た用紙の綴じ位置に基づき、前記印刷データに基づき印刷される画像とともに用紙に印刷
される透明な記録材の印刷位置を設定する設定手段と、前記用紙をめくる際に指を掛け易
くするために、前記設定手段により設定された印刷位置に前記透明な記録材を印刷するよ
う制御する印刷制御手段とを有することを特徴とする。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明により、補助画像の印刷位置を容易に設定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】
【００１８】
　発明を実施するための最良の形態について説明する。
【００１９】
　なお、以下の説明において、補助画像とは、用紙を綴じたときに用紙がめくりやすくな
るようにするための画像のことをいう。補助画像は、原則としてクリアトナーを用いて印
刷するが（用紙に印刷される画像に影響を与えないようにするため）、その他の色材を用
いて印刷してもかまわない。図２０は、補助画像を印刷した印刷物を正面から見た図であ
る。図２０では、綴じられた用紙を指でめくる位置として、製本の綴じ位置の対辺の中央
に補助画像が印刷されている。図２１は、補助画像を印刷した印刷物を断面から見た図で
ある。図２０では、補助画像により用紙の間に隙間が発生するため、静電気による用紙同
士の貼り付きが防止され、指を掛けて用紙をめくるときに用紙がめくり易くなっている。
また、図２０では、補助画像を印刷した部分の抵抗が大きくなるため、指との摩擦により
用紙をめくるときに用紙がめくり易くなっている。
【００２０】
　〔第１実施形態〕
　第１実施形態では、ＰＣ側でジョブを送信する際に補助画像の印刷設定を行う。
【００２１】
　図１は、第１実施形態に係るシステムの構成を示す図である。
【００２２】
　１０１は、ＰＣである。１０２は、プリンタである。１０３は、ネットワークである。
ＰＣ１０１とプリンタ１０２は、ネットワーク１０３により接続され、画像データ等のデ
ータの伝送が行われる。なお、ＰＣ１０１とプリンタ１０２の接続はローカル接続でもよ
い。
【００２３】
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　図２は、第１実施形態に係るＰＣ１０１の構成を示すブロック図である。
【００２４】
　２０１はＣＰＵであり、ＲＡＭ２０３に展開されたプログラムに基づき、ＰＣ１０１の
各構成２０２～２０７を制御する。２０２はＲＯＭ（不揮発性記憶媒体）であり、ＣＰＵ
２０１が実行するブートプログラム等を記憶する。２０３はＲＡＭ（揮発性記憶媒体）で
あり、ＣＰＵ２０１が実行するＯＳやアプリケーションのプログラム等がＨＤＤ２０４か
ら展開される。２０４はＨＤＤ（不揮発性記憶媒体）であり、ＣＰＵ２０１が実行するＯ
Ｓやアプリケーションのプログラム等を記憶する。２０５はディスプレイであり、ＰＣ１
０１における各種情報等をユーザーに表示する。２０６はユーザーインターフェースであ
り、マウスやキーボードを用いて、ＰＣ１０１に対する各種入力等をユーザーから受け付
ける。３０７はネットワークインターフェースであり、プリンタ１０２等の外部装置から
画像データ等の入出力を行う。
【００２５】
　図３は、第１実施形態に係るプリンタ１０２の構成を示すブロック図である。
【００２６】
　３０１は制御部であり、プリンタ１０２の各構成３０２～３０４を制御する。制御部３
０１の詳細は、図４を用いて後述する。３０２は操作部であり、表示部と入力部とを有し
、表示部によりユーザーにプリンタ１０２の操作画面を提供するとともに、入力部により
ユーザーからプリンタ１０２に対する各種操作を受け付ける。３０３は読取部であり、原
稿から画像データを読み取り、制御部３０１に入力する。３０４は印刷部であり、制御部
３０１により画像処理を実行された画像データに基づいて、出力用紙に画像形成を実行す
る。３０５は綴じ処理部であり、印刷部３０４で印刷された複数枚の用紙に対しステイプ
ル等を用いて綴じ処理を実行する。なお、綴じ処理部３０５は、プリンタ１０２に着脱可
能な別の装置であってもよい。また、綴じ処理部３０５は、プリンタ１０２になく、オフ
ラインで閉じ処理を実行してもよい。
【００２７】
　図４は、第１実施形態に係る制御部３０１の詳細を示すブロック図である。
【００２８】
　４０１はＣＰＵであり、ＲＡＭ４０３に展開されたプログラムに基づき、プリンタ１０
２の各構成３０２～３０４やプリンタ制御部３０１の各構成４０２～４０７を制御する。
４０２はＲＯＭ（不揮発性記憶媒体）であり、ＣＰＵ４０１が実行するブートプログラム
等を記憶する。４０３はＲＡＭ（揮発性記憶媒体）であり、ＣＰＵ４０１が実行するＯＳ
やアプリケーションのプログラム等がＨＤＤ４０４から展開される。４０４はＨＤＤ（不
揮発性記憶媒体）であり、ＣＰＵ４０１が実行するＯＳやアプリケーションのプログラム
等を記憶する。４０５はイメージプロセッサであり、イメージメモリ４０６に記憶された
画像データに対して各種画像処理を実行する。４０６はイメージメモリ（揮発性記憶媒体
）であり、読取部３０３やネットワークインターフェース４０７から入力された画像デー
タを一時的に保持する。４０７はネットワークインターフェースであり、ＰＣ１０１等の
外部装置から画像データ等の入出力を行う。
【００２９】
　図５は、第１実施形態に係るプリンタ１０２の構成を示す断面図である。図５は、プリ
ンタ１０２の構成のうち特に読取部３０３と印刷部３０４の構成を示している。
【００３０】
　読取部３０３は、鏡面圧板５０１、原稿台ガラス５０２、ランプ５０３、ミラー５０４
、５０５、５０６、レンズ５０７、３ラインのＣＣＤ５０８、データ処理部５０９を備え
る。
【００３１】
　ランプ５０３は、原稿台ガラス５０２の上の原稿５１０に光を照射する。ミラー５０４
、５０５、５０６は、原稿５１０から反射された光をレンズ５０７に導く。レンズ５０７
は、ミラー５０６から受けた光をＣＣＤ５０８上に結像する。ＣＣＤ５０８は、結像され
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た像の明暗を電荷の量に光電変換し、それを順次読み出して電気信号に変換し、データ処
理部５０９に出力する。ＣＣＤ５０８が出力する電気信号は、赤（Ｒ；Ｒｅｄ）、緑（Ｇ
；Ｇｒｅｅｎ）、青（Ｂ；Ｂｌｕｅ）の３色に分解されたＲＧＢ信号である。
【００３２】
　ランプ５０３とミラー５０４は、速度ｖでＣＣＤ５０８の主走査（電気的走査）方向に
対して垂直方向に機械的に動き、ミラー５０５とミラー５０６は、速度１／２ｖで同様に
動く。これによって、ＣＣＤ５０８は、原稿全面を副走査する。原稿５１０は、読み取ら
れ、読み取られた画像信号（ＲＧＢ信号）のデータは、原稿１ページ分の単位でデータ処
理部５０９内部のメモリに格納される。
【００３３】
　データ処理部５０９は、メモリに格納した画像信号（ＲＧＢ信号）のデータを画素単位
に処理する。具体的には、データ処理部５０９は、画素データをシアン（Ｃ；Ｃｙａｎ）
、マゼンタ（Ｍ；Ｍａｇｅｎｔａ）、イエロー（Ｙ；Ｙｅｌｌｏｗ）、ブラック（Ｋ；ｂ
ｌａｃＫ）の色成分に変換し、印刷部３０４に出力する。また、データ処理部５０９は、
透明（ＣＬ；Ｃｌｅａｒ）の色成分を画素単位で生成し、印刷部３０４に出力する。すな
わち、データ処理部５０９は、Ｃ、Ｍ、Ｙ、Ｋ、ＣＬの色成分からなる画像信号を印刷部
３０４に出力する。
【００３４】
　印刷部３０４は、レーザードライバ５１２、半導体レーザー５１３、ポリゴンミラー５
１４、ｆ－θレンズ５１５、ミラー５１６、感光ドラム５１７、回転現像器５１８を備え
る。回転現像器５１８は、マゼンタ現像部５１９、シアン現像部５２０、イエロー現像部
５２１、ブラック現像部５２２、クリア（透明）現像部５２３を備える。さらに、印刷部
３０４は、転写ドラム５２４、用紙カセット５２５、５２６、定着ユニット５２７を備え
る。
【００３５】
　レーザードライバ５１２は、Ｃ、Ｍ、Ｙ、Ｋ、ＣＬの色成分からなる画像信号を受け取
り、その画像信号に応じて半導体レーザー５１３を変調駆動する。
【００３６】
　半導体レーザー５１３が発するレーザー光は、ポリゴンミラー５１４、ｆ－θレンズ５
１５、ミラー５１６を介し、感光ドラム５１７上を走査する。これにより、感光ドラム５
１７には、静電潜像が形成される。
【００３７】
　回転現像器５１８は、マゼンタ現像部５１９、シアン現像部５２０、イエロー現像部５
２１、ブラック現像部５２２、クリア（透明）現像部５２３を備える。各現像部は、交互
に感光ドラム５１７に接し、感光ドラム５１７上に形成された静電潜像を現像する。なお
、本実施形態ではＣ、Ｍ、Ｙ、Ｋ、ＣＬを１つの１つのドラムで構成しているが、それぞ
れの色ごとに別々の専用のドラムで構成してもよい。
【００３８】
　転写ドラム５２４は、用紙カセット５２５、５２６から供給される用紙を巻き付け、現
像された静電潜像を用紙に転写する。Ｃ、Ｍ、Ｙ、Ｋ、ＣＬの５色のトナーが順次用紙に
転写された後、定着ユニット５２７は、転写されたトナーを用紙に定着させる。その後、
用紙は、排紙される。
【００３９】
　図６は、第１実施形態に係るＰＣ１０１の動作を示すフローチャートである。なお、こ
のフローチャートに示される動作は、ＣＰＵ２０１がＨＤＤ２０４に格納されたプログラ
ムをＲＡＭ２０３に読み出し実行することにより実現される。
【００４０】
　まず、印刷データを生成する（Ｓ１０１）。印刷データは、ＨＤＤ２０４に記憶された
アプリケーションソフトをＣＰＵ２０１がＲＡＭ２０３に読み出し実行するよって生成す
る。このアプリケーションソフトとしては、例えば、文書作成ソフトや、表計算ソフトや
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、プレゼンテーションソフトや、描画ソフト等が考えられる。次に、Ｓ１０１で生成した
印刷データについて、印刷設定の入力をユーザーから受け付ける（Ｓ１０２）。この印刷
設定は、図９に示すＵＩ画面をディスプレイ２０５に表示し、ユーザーインターフェース
２０６を用いてユーザーから入力を受け付けることによって実行する。図９に示すＵＩ画
面では、通常の印刷設定（製本の種類・綴じ位置・印刷向き・開き方等）とともに、補助
画像の印刷を実行するか否かを設定することができる。製本の種類としては、包み製本・
中綴じ製本・ステイプル等が選択可能に表示される。とじ位置としては、製本の種類が包
み製本や中綴じ製本の場合は右側・左側・上側・下側等、製本の種類がステイプルの場合
は左上・右上・左下・右下等が選択可能に表示される。印刷向きとしては、縦・縦等が選
択可能に表示される。開き方としては、右開き・左開き・上開き・下開き等が選択可能に
表示される。次に、Ｓ１０１で生成した印刷データについて、補助画像の印刷を実行する
か否かを判断する（Ｓ１０３）。この判断は、Ｓ１０２で補助画像の印刷を実行する設定
が設定されたか否かにより判断する。Ｓ１０３で補助画像の印刷を実行すると判断された
場合、Ｓ１０４に移行する。Ｓ１０３で補助画像の印刷を実行しないと判断された場合、
Ｓ１０７に移行する。
【００４１】
　次に、Ｓ１０１で生成した印刷データについて、補助画像の印刷設定の入力をユーザー
から受け付ける（Ｓ１０４）。この補助画像の印刷設定の詳細は、図７を用いて後述する
。次に、Ｓ１０４で受け付けた補助画像の印刷設定に基づき、補助画像の画像データを生
成する（Ｓ１０５）。次に、Ｓ１０１で生成した印刷データとＳ１０５で生成した補助画
像の画像データを合成する（Ｓ１０６）。合成において、Ｓ２０３で補助画像の色が透明
に指定された場合、透明色の部分は、通常のＣＭＹＫのトナーではなく、クリアトナーを
用いて印刷することを示す情報を付加する。次に、Ｓ１０６で合成した印刷データとＳ１
０２で受け付けた印刷設定を、印刷ジョブとしてプリンタ１０２に送信する（Ｓ１０７）
。
【００４２】
　図７は、第１実施形態に係る補助画像の印刷設定Ｓ１０４の詳細を示すフローチャート
である。なお、このフローチャートに示される動作は、ＣＰＵ２０１がＨＤＤ２０４に格
納されたプログラムをＲＡＭ２０３に読み出し実行することにより実現される。また、こ
の補助画像の印刷設定は、図１０～図１２に示すＵＩ画面をディスプレイ２０５に表示し
、ユーザーインターフェース２０６を用いてユーザーから入力を受け付けることによって
実行する。
【００４３】
　まず、補助画像の印刷を実行する印刷面の設定の入力をユーザーから受け付ける（Ｓ２
０１）。図１０は、Ｓ２０１でディスプレイ２０５に表示されるＵＩ画面の一例である。
図１０では、補助画像の印刷を実行する印刷面を、両面・表面・裏面を示すアイコンから
選択することが可能である。
【００４４】
　次に、補助画像の印刷を実行する印刷位置の設定の入力をユーザーから受け付ける（Ｓ
２０２）。図１１は、Ｓ２０２でディスプレイ２０５に表示されるＵＩ画面の一例である
。図１１では、補助画像の印刷を実行する印刷位置を、上・下・左・右左上・右上・左下
・右下を示すアイコンから選択することが可能である。これらのアイコンは、常に全て選
択可能に表示してもよいが、印刷設定に応じて印刷位置の候補を決定し、決定した印刷位
置の候補を示すアイコンのみを選択可能に表示してもよい。このとき、決定した印刷位置
の候補を示すアイコンの他のアイコンはグレーアウト等により選択不可能に表示する。印
刷設定に応じて補助印刷の印刷位置の候補を決定する方法は、図１９を用いて後述する。
【００４５】
　図１９は、第１実施形態に係る補助画像の印刷位置の設定Ｓ２０２において印刷設定に
応じて補助印刷の印刷位置の候補を決定する方法を示すフローチャートである。なお、こ
のフローチャートに示される動作は、ＣＰＵ２０１がＨＤＤ２０４に格納されたプログラ
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ムをＲＡＭ２０３に読み出し実行することにより実現される。
【００４６】
　まず、Ｓ１０２で設定された印刷設定を解析する（Ｓ８０１）。
【００４７】
　次に、Ｓ８０１で解析した印刷設定において製本の種類が包み製本に設定されているか
否かを判断する（Ｓ８０２）。Ｓ８０２で製本の種類が包み製本に設定されていると判断
された場合、Ｓ８０３に移行する。Ｓ８０２で製本の種類が包み製本に設定されていない
と判断された場合、Ｓ８０４に移行する。
【００４８】
　Ｓ８０２で製本の種類が包み製本に設定されていると判断された場合、Ｓ８０１で解析
した印刷設定における綴じ位置の対辺の中央と上と下の部分を補助画像の印刷位置の候補
として決定する（Ｓ８０３）。つまり、特定の辺が用紙の綴じ位置として入力された場合
、用紙の綴じ位置の対辺の上と下と中央の部分とから少なくとも１つ以上を補助画像の印
刷位置の候補として決定することになる。こうすると、例えば、綴じ位置が左である場合
、図１１では、右と右上と右下とが補助画像の印刷位置の候補として決定される。
【００４９】
　Ｓ８０２で製本の種類が包み製本に設定されていないと判断された場合、Ｓ８０１で解
析した印刷設定において製本の種類が中綴じ製本に設定されているか否かを判断する（Ｓ
８０４）。Ｓ８０４で製本の種類が中綴じ製本に設定されていると判断された場合、Ｓ８
０５に移行する。Ｓ８０４で製本の種類が中綴じ製本に設定されていないと判断された場
合、Ｓ８０６に移行する。
【００５０】
　Ｓ８０４で製本の種類が中綴じ製本に設定されていると判断された場合、Ｓ８０１で解
析した印刷設定における綴じ位置の対辺の中央と上と下の部分を補助画像の印刷位置の候
補として決定する（Ｓ８０５）。つまり、特定の辺が用紙の綴じ位置として入力された場
合、用紙の綴じ位置の対辺の上と下と中央の部分とから少なくとも１つ以上を補助画像の
印刷位置の候補として決定することになる。こうすると、例えば図１１では、綴じ位置が
左である場合、右と右上と右下とが補助画像の印刷位置の候補として決定される。
【００５１】
　Ｓ８０４で製本の種類が中綴じ製本に設定されていないと判断された場合、Ｓ８０１で
解析した印刷設定において製本の種類がステイプルに設定されているか否かを判断する（
Ｓ８０６）。Ｓ８０６で製本の種類がステイプルに設定されていると判断された場合、Ｓ
８０７に移行する。Ｓ８０６で製本の種類がステイプルに設定されていないと判断された
場合、Ｓ８０８に移行する。
【００５２】
　Ｓ８０６で製本の種類がステイプルに設定されていると判断された場合、Ｓ８０１で解
析した印刷設定における綴じ位置の対角の頂点と対角を形成する縦の辺の中央と横の辺の
中央とを補助画像の印刷位置の候補として決定する（Ｓ８０７）。つまり、特定の頂点が
用紙の綴じ位置として入力された場合、用紙の綴じ位置の対角の頂点と用紙の綴じ位置の
対角を形成する辺の中央の部分とから少なくとも１つ以上を補助画像の印刷位置の候補と
して決定することになる。こうすると、例えば図１１では、綴じ位置が左上である場合、
右下と右と下とが補助画像の印刷位置の候補として決定される。
【００５３】
　Ｓ８０６で製本の種類がステイプルに設定されていないと判断された場合、全ての位置
を補助画像の印刷位置の候補として決定する（Ｓ８０８）。こうすると、例えば図１１で
は、上と下と左と右と左上と右上と左下と右下とが補助画像の印刷位置の候補として決定
される。
【００５４】
　次に、補助画像の印刷を実行する印刷模様の設定の入力をユーザーから受け付ける（Ｓ
２０３）。図１２は、Ｓ２０３でディスプレイ２０５に表示されるＵＩ画面の一例である
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。図１２では、模様の種類・模様のサイズ・模様の間隔・模様の色を選択することができ
る。模様の種類としては、例えば、水玉・ストライプ等がある。模様のサイズや模様の間
隔としては、例えば、大・中・小などがある。模様の色としては、例えば、黒・透明等が
ある。模様の色として透明を選択した場合、補助画像の印刷はクリアトナーを用いて実行
される。
【００５５】
　図８は、第１実施形態に係るプリンタ１０２の動作を示すフローチャートである。なお
、このフローチャートに示される動作は、ＣＰＵ４０１がＨＤＤ４０４に格納されたプロ
グラムをＲＡＭ４０３に読み出し実行することにより実現される。
【００５６】
　まず、Ｓ１０６で合成した印刷データとＳ１０２で受け付けた印刷設定を、印刷ジョブ
としてＰＣ１０１から受信する（Ｓ３０１）。次に、印刷部３０４により、Ｓ３０１で受
信した印刷設定に基づき、Ｓ３０１で受信した印刷データを印刷する（Ｓ３０２）。印刷
において、Ｓ１０６で付加された情報により、Ｓ２０３で補助画像の色が透明に指定され
た場合、透明色の部分は、通常のＣＭＹＫのトナーではなく、クリアトナーを用いて印刷
する。次に、綴じ処理部３０５により、Ｓ１０２で設定された印刷設定に基づき、Ｓ３０
２で印刷された用紙に対して綴じ処理を実行する（Ｓ３０３）。綴じ処理は、プリンタ１
０２ではなく、他の装置で実行してもよい。
【００５７】
　なお、補助画像の印刷は、印刷画像に影響を与えないため、クリアトナーを用いて実行
することが好ましいが、通常の印刷に用いる色（ＣＭＹＫ）を用いて実行してもよい。ま
た、用紙の全面にクリアトナーを印刷する場合、補助画像の印刷は実行しないこととして
もよい。
【００５８】
　第１実施形態において、Ｓ１０４は、ＰＣ１０１側で実行することとしたが、プリンタ
１０２側で実行することとしてもよい。
【００５９】
　第１実施形態により、補助画像の印刷位置を容易に設定することが可能となる。
【００６０】
　また、第１実施形態により、プリンタ側では補助画像の印刷設定を行わずに補助画像の
印刷を実行することが可能となる。
【００６１】
　〔第２実施形態〕
　第２実施形態では、プリンタ側で予め補助画像の印刷設定を登録しておき、プリンタは
、補助画像の印刷設定に含まれる印刷条件に一致するジョブが入力された場合、補助画像
の印刷設定に基づき補助画像の印刷を実行する。
【００６２】
　第２実施形態に係る装置の構成等を示す図は、図１～図５を用いて前述した第１実施形
態のものと同様であるため、説明を省略する。
【００６３】
　図１３は、第２実施形態に係るＰＣ１０１の動作を示すフローチャートである。なお、
このフローチャートに示される動作は、ＣＰＵ２０１がＨＤＤ２０４に格納されたプログ
ラムをＲＡＭ２０３に読み出し実行することにより実現される。
【００６４】
　まず、印刷データを生成する（Ｓ４０１）。印刷データは、ＨＤＤ２０４に記憶された
アプリケーションソフトをＣＰＵ２０１がＲＡＭ２０３に読み出し実行するよって生成す
る。このアプリケーションソフトとしては、例えば、文書作成ソフトや、表計算ソフトや
、プレゼンテーションソフトや、描画ソフト等が考えられる。次に、Ｓ１０１で生成した
印刷データについて、印刷設定の入力をユーザーから受け付ける（Ｓ４０２）。この印刷
設定は、図９に示すＵＩ画面をディスプレイ２０５に表示し、ユーザーインターフェース
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２０６を用いてユーザーから入力を受け付けることによって実行する。図９に示すＵＩ画
面では、通常の印刷設定（製本の種類・印刷向き・開き方等）とともに、補助画像の印刷
を実行するか否かを設定することができる。次に、Ｓ４０１で生成した印刷データとＳ４
０２で受け付けた印刷設定を、印刷ジョブとしてプリンタ１０２に送信する（Ｓ４０３）
。
【００６５】
　図１４は、第２実施形態に係るプリンタ１０２の動作を示すフローチャートである。な
お、このフローチャートに示される動作は、ＣＰＵ４０１がＨＤＤ４０４に格納されたプ
ログラムをＲＡＭ４０３に読み出し実行することにより実現される。
【００６６】
　まず、Ｓ５０１で受信する印刷データについて、補助画像の印刷設定の入力をユーザー
から受け付ける（Ｓ５０１）。この補助画像の印刷設定の詳細は、図１５を用いて後述す
る。なお、補助画像の印刷設定が既に入力済の場合、Ｓ５０１は省略してもかまわない。
次に、Ｓ４０１で生成した印刷データとＳ４０２で受け付けた印刷設定を、印刷ジョブと
してＰＣ１０１から受信する（Ｓ５０２）。次に、Ｓ５０２で受信した印刷データについ
て、補助画像の印刷を実行するか否かを判断する（Ｓ５０３）。この判断は、プリンタ１
０２で予め補助画像の印刷の実行を有効とする設定が設定されていたか否かにより判断す
る。Ｓ５０３で補助画像の印刷を実行すると判断された場合、Ｓ５０４に移行する。Ｓ５
０３で補助画像の印刷を実行しないと判断された場合、Ｓ５１２に移行する。
【００６７】
　次に、Ｓ５０２で受信した印刷設定を解析する（Ｓ５０４）。次に、Ｓ５０１で設定し
た補助画像の印刷設定を確認する（Ｓ５０５）。次に、Ｓ５０４で解析した印刷設定と一
致する印刷条件を持つ補助画像の印刷設定がＳ５０５で確認した補助画像の印刷設定の中
に存在するか否かを判断する（Ｓ５０６）。Ｓ５０６で、Ｓ５０４で解析した印刷設定と
一致する印刷条件を持つ補助画像の印刷設定がＳ５０５で確認した補助画像の印刷設定の
中に存在すると判断された場合、Ｓ５０７に移行する。Ｓ５０６で、Ｓ５０４で解析した
印刷設定と一致する印刷条件を持つ補助画像の印刷設定がＳ５０５で確認した補助画像の
印刷設定の中に存在しないと判断された場合、Ｓ５１２に移行する。
【００６８】
　次に、Ｓ５０５で確認した補助画像の印刷設定の中で、Ｓ５０４で解析した印刷設定と
一致する印刷条件を持つ補助画像の印刷設定を、使用する補助画像の印刷設定として決定
する（Ｓ５０７）。つまり、登録された補助画像の印刷位置の中から、決定された用紙の
綴じ位置に対応づいた補助画像の印刷位置を選択することになる。次に、Ｓ５０２で受信
した印刷データを解析する（Ｓ５０８）。次に、Ｓ５０８で解析した印刷データのページ
数がＳ５０７で使用する補助画像の印刷設定として決定した補助画像の印刷設定の印刷実
行枚数以上であるか否かを判断する（Ｓ５０９）。つまり、印刷が実行される用紙の枚数
が所定の枚数以上であるか否かを判断する。Ｓ５０９で、Ｓ５０８で解析した印刷データ
のページ数がＳ５０７で使用する補助画像の印刷設定として決定した補助画像の印刷設定
の印刷実行枚数以上であると判断された場合、Ｓ５１０に移行する。Ｓ５０９で、Ｓ５０
８で解析した印刷データのページ数がＳ５０７で使用する補助画像の印刷設定として決定
した補助画像の印刷設定の印刷実行枚数以上でないと判断された場合、Ｓ５１２に移行す
る。
【００６９】
　次に、Ｓ５０７で使用する補助画像の印刷設定として決定した補助画像の印刷設定に基
づき、補助画像の画像データを生成する（Ｓ５１０）。次に、Ｓ５０２で受信した印刷デ
ータとＳ５１０で生成した補助画像の画像データとを合成する（Ｓ５１１）。合成におい
て、Ｓ６０５で補助画像の色が透明に指定された場合、透明色の部分は、通常のＣＭＹＫ
のトナーではなく、クリアトナーを用いて印刷することを示す情報を付加する。次に、印
刷部３０４により、Ｓ５０２で受信した印刷設定に基づき、Ｓ５１１で合成した印刷デー
タを印刷する（Ｓ５１２）。印刷において、Ｓ５１１で付加された情報により、Ｓ６０５
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で補助画像の色が透明に指定された場合、透明色の部分は、通常のＣＭＹＫのトナーでは
なく、クリアトナーを用いて印刷する。次に、綴じ処理部３０５により、Ｓ４０２で設定
された印刷設定に基づき、Ｓ５１２で印刷された用紙に対して綴じ処理を実行する（Ｓ５
１３）。綴じ処理は、プリンタ１０２ではなく、他の装置で実行してもよい。
【００７０】
　図１５は、第２実施形態に係る補助画像の印刷設定Ｓ５０１の詳細を示すフローチャー
トである。なお、このフローチャートに示される動作は、ＣＰＵ４０１がＨＤＤ４０４に
格納されたプログラムをＲＡＭ４０３に読み出し実行することにより実現される。また、
この補助画像の印刷設定は、図１０～図１２に示すＵＩ画面を操作部３０２の表示部に表
示し、操作部３０２の入力部を用いてユーザーから入力を受け付けることによって実行す
る。
【００７１】
　まず、補助画像の印刷を実行するための印刷条件の入力を受け付ける（Ｓ６０１）。印
刷条件とは、それに合致する印刷設定を持つ印刷ジョブが入力された場合に補助画像の印
刷を実行するという条件である。印刷条件としては、製本の種類・印刷向き・開き方等を
設定することが可能である。
【００７２】
　次に、補助画像の印刷を実行するための印刷実行枚数の入力を受け付ける（Ｓ６０２）
。印刷実行枚数とは、それ以上のページの印刷データを持つ印刷ジョブが入力された場合
に補助画像の印刷を実行するという条件である。印刷実行としては、１０ページ等の具体
的な数値を設定することが可能である。
【００７３】
　Ｓ６０３～Ｓ６０５は、図７を用いて前述した第１実施形態のＳ２０１～Ｓ２０３とそ
れぞれ同様であるため、説明を省略する。なお、Ｓ６０１では図１９のフローチャートを
適用してもよい。
【００７４】
　図１６は、第２実施形態に係る補助画像の印刷設定Ｓ５０１により設定された補助画像
の印刷設定の一覧を示す表である。Ｓ６０１～Ｓ６０５で入力された補助画像の印刷設定
は、図１６に示す形式で、ＨＤＤ４０４に記憶される。つまり、用紙の綴じ位置と補助画
像の印刷位置とが対応づけて登録されることになる。Ｓ６０１～Ｓ６０５の入力を複数回
実行することにより、図１６に示すように、補助画像の印刷設定を複数個記憶することが
できる。
【００７５】
　なお、補助画像の印刷はクリアトナーを用いて実行することを原則とするが、通常の印
刷に用いる色（ＣＭＹＫ）を用いて実行してもよい。また、用紙の全面にクリアトナーを
印刷する場合、補助画像の印刷は実行しないこととしてもよい。
【００７６】
　第２実施形態において、Ｓ１０１及びＳ５０３～Ｓ５１１は、プリンタ１０２側で実行
することとしたが、ＰＣ１０１側で実行することとしてもよい。
【００７７】
　第２実施形態により、補助画像の印刷位置を容易に設定することが可能となる。
【００７８】
　また、第２実施形態により、ＰＣ側では補助画像の印刷設定を行わずに補助画像の印刷
を実行することが可能となる。
【００７９】
　〔第３実施形態〕
　第３実施形態では、プリンタ側で補助画像の印刷位置を自動で決定する。
【００８０】
　第３実施形態に係る装置の構成等を示す図は、図１～図５を用いて前述した第１実施形
態のものと同様であるため、説明を省略する。
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【００８１】
　第３実施形態に係る装置の動作等を示す図は、図１３～図１５を用いて前述した第２実
施形態のものと同様であるため、説明を省略する。ただし、第３実施形態では、Ｓ５１０
で補助画像の画像データを生成する際に補助画像の印刷位置を自動で決定するため、Ｓ６
０４で補助画像の印刷位置の設定を受け付ける必要がない。
【００８２】
　図１７は、第３実施形態に係る補助画像の画像データ生成Ｓ５１０における補助画像の
印刷位置の自動設定を示すフローチャートである。なお、このフローチャートに示される
動作は、ＣＰＵ４０１がＨＤＤ４０４に格納されたプログラムをＲＡＭ４０３に読み出し
実行することにより実現される。
【００８３】
　まず、印刷ジョブに含まれる印刷設定を解析する（Ｓ７０１）。
【００８４】
　次に、Ｓ７０１で解析した印刷設定において製本の種類が包み製本に設定されているか
否かを判断する（Ｓ７０２）。Ｓ７０２で製本の種類が包み製本に設定されていると判断
された場合、Ｓ７０３に移行する。Ｓ７０２で製本の種類が包み製本に設定されていない
と判断された場合、Ｓ７０４に移行する。
【００８５】
　Ｓ７０２で製本の種類が包み製本に設定されていると判断された場合、補助画像の印刷
位置をＳ７０１で解析した印刷設定における綴じ位置の対辺中央に設定する（Ｓ７０３）
。
【００８６】
　Ｓ７０２で製本の種類が包み製本に設定されていないと判断された場合、Ｓ７０１で解
析した印刷設定において製本の種類が中綴じ製本に設定されているか否かを判断する（Ｓ
７０４）。Ｓ７０４で製本の種類が中綴じ製本に設定されていると判断された場合、Ｓ７
０５に移行する。Ｓ７０４で製本の種類が中綴じ製本に設定されていないと判断された場
合、Ｓ７０８に移行する。
【００８７】
　Ｓ７０４で製本の種類が中綴じ製本に設定されていると判断された場合、印刷データが
Ｎページ未満であるか否かを判断する（Ｓ７０５）。なお、Ｎの値はデフォルトで決定さ
れており、ユーザーはＮの値を必要に応じて変更することができるものとする。Ｓ７０５
で印刷データがＮページ未満であると判断された場合、補助画像の印刷位置をＳ７０１で
解析した印刷設定における綴じ位置の対辺下方に設定する（Ｓ７０６）。Ｓ７０５で印刷
データがＮページ以上であると判断された場合、補助画像の印刷位置をＳ７０１で解析し
た印刷設定における綴じ位置の対辺中央に設定する（Ｓ７０７）。
【００８８】
　Ｓ７０４で製本の種類が中綴じ製本に設定されていないと判断された場合、Ｓ７０１で
解析した印刷設定において製本の種類がステイプルに設定されているか否かを判断する（
Ｓ７０８）。Ｓ７０８で製本の種類がステイプルに設定されていると判断された場合、Ｓ
７０９に移行する。Ｓ７０８で製本の種類がステイプルに設定されていないと判断された
場合、Ｓ７１０に移行する。
【００８９】
　Ｓ７０８で製本の種類がステイプルでステイプル位置が用紙の角に設定されていると判
断された場合、補助画像の印刷位置をＳ７０１で解析した印刷設定における綴じ位置の対
角に設定する（Ｓ７０９）。
【００９０】
　Ｓ７０８で製本の種類がステイプルに設定されていないと判断された場合、補助画像の
印刷を実行しないよう設定する（Ｓ７１０）。
【００９１】
　図１８は、第３実施形態に係る補助画像の画像データ生成Ｓ５１０における補助画像の
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印刷位置の自動設定を実行した結果の一覧を示す表である。図１８には、製本で綴じ位置
が左側（ステイプルで綴じ位置が左上）の場合と、製本で綴じ位置が右側（ステイプルで
綴じ位置が右上）の場合とが記載されている。
【００９２】
　製本種類が包み製本の場合、補助画像の印刷位置は、印刷設定における綴じ位置の対辺
中央となる。つまり、印刷設定における綴じ位置が左側の場合に補助画像の印刷位置は右
側となり、印刷設定における綴じ位置が右側の場合に補助画像の印刷位置は左側となる。
【００９３】
　製本種類が中綴じ製本で印刷データのページ数がＮページ未満の場合、補助画像の印刷
位置は、印刷設定における綴じ位置の対辺下方となる。つまり、印刷設定における綴じ位
置が左側の場合に補助画像の印刷位置は右下となり、印刷設定における綴じ位置が右側の
場合に補助画像の印刷位置は左下となる。
【００９４】
　製本種類が中綴じ製本で印刷データのページ数がＮページ以上の場合、補助画像の印刷
位置は、印刷設定における綴じ位置の対辺中央となる。つまり、印刷設定における綴じ位
置が左側の場合に補助画像の印刷位置は右側となり、印刷設定における綴じ位置が右側の
場合に補助画像の印刷位置は左側となる。
【００９５】
　製本種類がステイプルの場合、補助画像の印刷位置は、印刷設定における綴じ位置の対
角となる。つまり、印刷設定における綴じ位置が左上の場合に補助画像の印刷位置は右下
となり、印刷設定における綴じ位置が右上の場合に補助画像の印刷位置は左下となる。
【００９６】
　第３実施形態により、補助画像の印刷位置を容易に設定することが可能となる。
【００９７】
　また、第３実施形態により、予め補助画像の印刷設定として補助画像の印刷位置を設定
しなくても補助画像の印刷を実行することが可能となる。
【００９８】
　〔他の実施形態〕
　なお、本発明の目的は、前述したシステムまたは装置が記憶媒体から前述した実施の形
態の機能を実現するソフトウェアのプログラムを読み出し実行することによっても達成さ
れる。
【００９９】
　この場合、記憶媒体から読み出されたプログラム自体が本発明の新規な機能を実現する
ことになり、そのプログラム及びプログラムを記憶した記憶媒体は本発明を構成すること
になる。
【０１００】
　プログラムコードを供給するための記憶媒体としては、例えば、フレキシブルディスク
、ハードディスク、ＲＯＭ、光ディスク、光磁気ディスク、ＣＤ－ＲＯＭ、ＤＶＤ－ＲＯ
Ｍ、ＤＶＤ－ＲＡＭ、磁気テープ、メモリカード等を用いることができる。
【０１０１】
　また、プログラムの指示に基づき、コンピュータ上で稼動しているＯＳ等が実際の処理
の一部または全部を行い、その処理によって前述した実施の形態の機能が実現される場合
も含まれる。
【０１０２】
　更に、プログラムがコンピュータに接続された機能拡張ユニット等に備わるメモリに書
き込まれた後、その機能拡張ユニットに備わるＣＰＵ等が実際の処理の一部または全部を
行い、その処理によって前述した実施の形態の機能が実現される場合も含まれる。
【図面の簡単な説明】
【０１０３】
【図１】第１実施形態に係るシステムの構成を示す図
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【図２】第１実施形態に係るＰＣ１０１の構成を示すブロック図
【図３】第１実施形態に係るプリンタ１０２の構成を示すブロック図
【図４】第１実施形態に係る制御部３０１の詳細を示すブロック図
【図５】第１実施形態に係るプリンタ１０２の構成を示す断面図
【図６】第１実施形態に係るＰＣ１０１の動作を示すフローチャート
【図７】第１実施形態に係る補助画像の印刷設定Ｓ１０４の詳細を示すフローチャート
【図８】第１実施形態に係るプリンタ１０２の動作を示すフローチャート
【図９】第１実施形態に係る印刷設定Ｓ１０２において表示されるＵＩ画面の一例
【図１０】第１実施形態に係る印刷面の設定Ｓ２０１において表示されるＵＩ画面の一例
【図１１】第１実施形態に係る印刷位置の設定Ｓ２０２において表示されるＵＩ画面の一
例
【図１２】第１実施形態に係る印刷模様の設定Ｓ２０３において表示されるＵＩ画面の一
例
【図１３】第２実施形態に係るＰＣ１０１の動作を示すフローチャート
【図１４】第２実施形態に係るプリンタ１０２の動作を示すフローチャート
【図１５】第２実施形態に係る補助画像の印刷設定Ｓ５０１の詳細を示すフローチャート
【図１６】第２実施形態に係る補助画像の印刷設定Ｓ５０１により設定された補助画像の
印刷設定の一覧を示す表
【図１７】第３実施形態に係る補助画像の画像データ生成Ｓ５１０における補助画像の印
刷位置の自動設定を示すフローチャート
【図１８】第３実施形態に係る補助画像の画像データ生成Ｓ５１０における補助画像の印
刷位置の自動設定を実行した結果の一覧を示す表
【図１９】第１実施形態に係る補助画像の印刷位置の設定Ｓ２０２において印刷設定に応
じて補助印刷の印刷位置の候補を決定する方法を示すフローチャート
【図２０】補助画像を印刷した印刷物を正面から見た図
【図２１】補助画像を印刷した印刷物を断面から見た図
【符号の説明】
【０１０４】
　１０１　ＰＣ
　１０２　プリンタ
　１０３　ネットワーク
　２０１　ＣＰＵ
　２０２　ＲＯＭ
　２０３　ＲＡＭ
　２０４　ＨＤＤ
　２０５　ディスプレイ
　２０６　ユーザーインターフェース
　２０７　ネットワークインターフェース
　３０１　制御部
　３０２　操作部
　３０３　読取部
　３０４　印刷部
　３０５　綴じ処理部
　４０１　ＣＰＵ
　４０２　ＲＯＭ
　４０３　ＲＡＭ
　４０４　ＨＤＤ
　４０５　イメージプロセッサ
　４０６　イメージメモリ
　４０７　ネットワークインターフェース
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　５０１　レーザードライバ
　５０２　半導体レ－ザー
　５０３　レーザー光
　５０４　回転多面鏡
　５０５　感光ドラム
　５０６　現像ユニット
　５０７　定着ユニット
　５０８　用紙カセット
　５０９　給紙ローラー
　５１０　搬送ローラー
　５１１　排紙段

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】



(19) JP 5247242 B2 2013.7.24

【図１５】 【図１６】

【図１７】 【図１８】
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【図１９】 【図２０】

【図２１】
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