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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ブラウザー画面上に表示されているページ情報を処理する情報処理装置であって、
　前記ブラウザー画面上に表示されているページの任意の領域を指定する領域指定手段と
、
　前記指定された領域をクリップしてクリップ情報を作成するクリップ手段と、
　前記クリップ手段により作成されたクリップ情報をクリップリストに登録するクリップ
リスト登録手段と、
　レイアウト画面の起動が指示された場合、前記クリップリストに登録されているクリッ
プ情報をレイアウトしたレイアウト画面を起動するレイアウト画面起動手段と、
　前記レイアウト画面が起動されている最中に、前記領域指定手段による前記任意の領域
の指定に伴って前記クリップリストに登録されているクリップ情報が更新された場合、該
更新されたクリップ情報をレイアウトして前記レイアウト画面を更新するレイアウト画面
更新手段と、
　を備える情報処理装置。
【請求項２】
　複数のブラウザー画面の起動が可能で、一のブラウザー画面を親画面として前記レイア
ウト画面を子画面として起動可能な請求項１記載の情報処理装置であって、
　前記クリップリスト登録手段は、前記レイアウト画面が起動されている最中に、起動さ
れている複数のブラウザー画面のうち前記レイアウト画面を起動させたブラウザー画面と
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は異なるブラウザー画面から指定された領域がクリップされクリップ情報が作成された場
合に、該作成されたクリップ情報を前記クリップリストに登録する手段である
　情報処理装置。
【請求項３】
　請求項１または２記載の情報処理装置であって、
　前記クリップリストに登録されているクリップ情報をサムネイル画面として表示するリ
スト表示手段と、
　ユーザーの操作に基づいて、前記クリップリストに登録されているクリップ情報から任
意のクリップ情報を選択するクリップ情報選択手段と、
　を備え、
　前記レイアウト画面起動手段と前記レイアウト画面更新手段は、前記クリップリストに
登録されているクリップ情報のうち前記クリップ情報選択手段により選択されたクリップ
情報をレイアウトして前記レイアウト画面に表示する手段である
　情報処理装置。
【請求項４】
　請求項３記載の情報処理装置であって、
　前記クリップリスト登録手段は、起動されている複数のブラウザー画面のすべてが終了
された場合には、前記クリップリストに登録されているクリップ情報の選択をクリアする
手段である
　情報処理装置。
【請求項５】
　印刷装置に接続された請求項１ないし４いずれか１項に記載の情報処理装置であって、
　前記レイアウト画面は、印刷プレビュー画面である
　情報処理装置。
【請求項６】
　コンピューターを、ブラウザー画面上に表示されているページ情報を処理する情報処理
装置として機能させるためのプログラムであって、
　前記ブラウザー画面上に表示されているページの任意の領域を指定する領域指定モジュ
ールと、
　前記指定された領域をクリップしてクリップ情報を作成するクリップモジュールと、
　前記作成されたクリップ情報をクリップリストに登録するクリップリスト登録モジュー
ルと、
　レイアウト画面の起動が指示された場合、前記クリップリストに登録されているクリッ
プ情報をレイアウトしたレイアウト画面を起動するレイアウト画面起動モジュールと、
　前記レイアウト画面が起動されている最中に、前記領域指定モジュールによる前記任意
の領域の指定を伴って前記クリップリストに登録されているクリップ情報が更新された場
合、該更新されたクリップ情報をレイアウトして前記レイアウト画面を更新するレイアウ
ト画面更新モジュールと
　を備えるプログラム。
【請求項７】
　ブラウザー画面上に表示されているページ情報を処理する情報処理方法であって、
　前記ブラウザー画面上に表示されているページの任意の領域を指定し、
　該指定された領域をクリップしてクリップ情報を作成し、
　該作成されたクリップ情報をクリップリストに登録し、
　レイアウト画面の起動が指示された場合、前記クリップリストに登録されているクリッ
プ情報をレイアウトしたレイアウト画面を起動し、
　前記レイアウト画面が起動されている最中に、前記任意の領域の指定を伴って前記クリ
ップリストに登録されているクリップ情報が更新された場合、該更新されたクリップ情報
をレイアウトして前記レイアウト画面を更新する
　情報処理方法。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ブラウザー画面上に表示されているページ情報を処理する情報処理装置およ
びコンピューターを情報処理装置として機能させるためのプログラム並びに情報処理方法
に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、この種の情報処理装置としては、クリップボードをクリップボード作業ウインド
ウに表示させるものが提案されている（例えば、特許文献１参照）。この装置では、クリ
ップボードをページ毎にクリップボードメモリーに記憶しておき、第１ページの内容をク
リップボード作業ウインドウに表示し、保有ページ分の行（ページ番号とページの先頭部
分）をインデックスウインドウに表示するものとしている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開平０８－２２３８３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところで、ブラウザー画面上に表示されているページの任意の領域を指定してクリップ
しクリップしたデータ（クリップデータ）を印刷する場合を考えると、クリップデータを
複数受け付けてリストに登録できるようにすることにより、複数のクリップデータを同一
用紙領域にレイアウトしてプレビュー画面上に表示させることができる。プレビュー画面
では、通常、レイアウトされたデータを編集できない。このため、ユーザーが用紙領域の
空きエリアを確認しながら新たなクリップデータを追加したい場合、その都度、一旦プレ
ビュー画面を閉じて新たにブラウザー画面のページの領域を指定してクリップし再度プレ
ビュー画面を起動する必要があり、ユーザーにとって煩わしい作業を課すものであった。
【０００５】
　本発明の情報処理装置およびプログラム並びに情報処理方法は、煩わしい作業を行なう
ことなく、レイアウト画面上にレイアウトさせるクリップデータを編集することを主目的
とする。
【０００６】
　本発明の情報処理装置およびプログラム並びに情報処理方法は、上述の主目的を達成す
るために以下の手段を採った。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の情報処理装置は、
　ブラウザー画面上に表示されているページ情報を処理する情報処理装置であって、
　前記ブラウザー画面上に表示されているページの任意の領域を指定する領域指定手段と
、
　前記指定された領域をクリップしてクリップ情報を作成するクリップ手段と、
　前記クリップ手段により作成されたクリップ情報をクリップリストに登録するクリップ
リスト登録手段と、
　レイアウト画面の起動が指示された場合、前記クリップリストに登録されているクリッ
プ情報をレイアウトしたレイアウト画面を起動するレイアウト画面起動手段と、
　前記レイアウト画面が起動されている最中に前記クリップリストに登録されているクリ
ップ情報が更新された場合、該更新されたクリップ情報をレイアウトして前記レイアウト
画面を更新するレイアウト画面更新手段と、
　を備えることを要旨とする。
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【０００８】
　この本発明の情報処理装置では、ブラウザー画面上に表示されているページの任意の領
域を指定し、指定された領域をクリップしてクリップ情報を作成し、作成されたクリップ
情報をクリップリストに登録し、レイアウト画面の起動が指示された場合にクリップリス
トに登録されているクリップ情報をレイアウトしたレイアウト画面を起動し、レイアウト
画面が起動されている最中にクリップリストに登録されているクリップ情報が更新された
場合に更新されたクリップ情報をレイアウトしてレイアウト画面を更新する。これにより
、ユーザーはブラウザー画面に表示されているページの任意の領域を指定しレイアウト画
面を起動させることによりクリップ情報をレイアウトしてレイアウト画面上に表示させる
ことができると共に、新たにページの任意の領域を指定することにより更新されたクリッ
プ情報をレイアウト画面に直接に反映させることができる。この結果、ユーザーは煩わし
い作業を行なうことなく、レイアウト画面上にレイアウトさせるクリップデータを編集す
ることができる。
【０００９】
　こうした本発明の情報処理装置において、複数のブラウザー画面の起動が可能で、一の
ブラウザー画面を親画面として前記レイアウト画面を子画面として起動可能な情報処理装
置において、前記クリップリスト登録手段は、前記レイアウト画面が起動されている最中
に、起動されている複数のブラウザー画面のうち前記レイアウト画面を起動させたブラウ
ザー画面とは異なるブラウザー画面から指定された領域がクリップされクリップ情報が作
成された場合に、該作成されたクリップ情報を前記クリップリストに登録する手段である
ものとすることもできる。こうすれば、ブラウザー画面からクリップされた内容をレイア
ウト画面に追加する作業をより簡単なものとすることができる。この態様の本発明の情報
処理装置において、前記クリップリスト登録手段は、前記レイアウト画面が起動されてい
る最中に、起動されている複数のブラウザー画面のすべてが終了された場合には、前記ク
リップリストをクリアする手段であるものとすることもできる。
【００１０】
　また、本発明の情報処理装置において、前記クリップリストに登録されているクリップ
情報をサムネイル画面として表示するリスト表示手段と、ユーザーの操作に基づいて、前
記クリップリストに登録されているクリップ情報から任意のクリップ情報を選択するクリ
ップ情報選択手段と、を備え、前記レイアウト画面起動手段と前記レイアウト画面更新手
段は、前記クリップリストに登録されているクリップ情報のうち前記クリップ情報選択手
段により選択されたクリップ情報をレイアウトして前記レイアウト画面に表示する手段で
あるものとすることもできる。こうすれば、クリップリストをサムネイル画面で確認しな
がら必要なクリップ情報を選択するだけで、選択したクリップ情報のレイアウト画面を表
示させることができる。この態様の本発明の情報処理装置において、前記クリップリスト
登録手段は、起動されている複数のブラウザー画面のすべてが終了された場合には、前記
クリップリストに登録されているクリップ情報の選択をクリアする手段であるものとする
こともできる。
【００１１】
　さらに、印刷装置に接続された本発明の情報処理装置において、前記レイアウト画面は
、印刷プレビュー画面であるものとすることもできる。こうすれば、クリップ情報のレイ
アウト結果をレイアウト画面を確認しながら印刷させることができる。
【００１２】
　本発明のプログラムは、
　コンピューターを、ブラウザー画面上に表示されているページ情報を処理する情報処理
装置として機能させるためのプログラムであって、
　前記ブラウザー画面上に表示されているページの任意の領域を指定する領域指定モジュ
ールと、
　前記指定された領域をクリップしてクリップ情報を作成するクリップモジュールと、
　前記作成されたクリップ情報をクリップリストに登録するクリップリスト登録モジュー
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ルと、
　レイアウト画面の起動が指示された場合、前記クリップリストに登録されているクリッ
プ情報をレイアウトしたレイアウト画面を起動するレイアウト画面起動モジュールと、
　前記レイアウト画面が起動されている最中に前記クリップリストに登録されているクリ
ップ情報が更新された場合、該更新されたクリップ情報をレイアウトして前記レイアウト
画面を更新するレイアウト画面更新モジュールと
　を備えることを要旨とする。
【００１３】
　この本発明のプログラムをコンピューターにインストールすることにより、ユーザーは
ブラウザー画面に表示されているページの任意の領域を指定しレイアウト画面を起動させ
ることによりクリップ情報をレイアウトしてレイアウト画面上に表示させることができる
と共に、新たにページの任意の領域を指定することにより更新されたクリップ情報をレイ
アウト画面に直接に反映させることができる。この結果、ユーザーは煩わしい作業を行な
うことなく、レイアウト画面上にレイアウトさせるクリップデータを編集することができ
る。このプログラムは、コンピューターが読み取り可能な記憶媒体（例えばハードディス
ク、ＲＯＭ、ＦＤ、ＣＤ、ＤＶＤなど）に記録されていてもよいし、伝送媒体（インター
ネットやＬＡＮなどの通信網）を介してあるコンピューターから別のコンピューターへ配
信されてもよいし、その他どのような形で授受されてもよい。
【００１４】
　本発明の情報処理方法は、
　ブラウザー画面上に表示されているページ情報を処理する情報処理方法であって、
　前記ブラウザー画面上に表示されているページの任意の領域を指定し、
　該指定された領域をクリップしてクリップ情報を作成し、
　該作成されたクリップ情報をクリップリストに登録し、
　レイアウト画面の起動が指示された場合、前記クリップリストに登録されているクリッ
プ情報をレイアウトしたレイアウト画面を起動し、
　前記レイアウト画面が起動されている最中に前記クリップリストに登録されているクリ
ップ情報が更新された場合、該更新されたクリップ情報をレイアウトして前記レイアウト
画面を更新する
　ことを要旨とする。
【００１５】
　この本発明の情報処理方法によれば、ブラウザー画面上に表示されているページの任意
の領域を指定し、指定された領域をクリップしてクリップ情報を作成し、作成されたクリ
ップ情報をクリップリストに登録し、レイアウト画面の起動が指示された場合にクリップ
リストに登録されているクリップ情報をレイアウトしたレイアウト画面を起動し、レイア
ウト画面が起動されている最中にクリップリストに登録されているクリップ情報が更新さ
れた場合に更新されたクリップ情報をレイアウトしてレイアウト画面を更新する。これに
より、ユーザーはブラウザー画面に表示されているページの任意の領域を指定しレイアウ
ト画面を起動させることによりクリップ情報をレイアウトしてレイアウト画面上に表示さ
せることができると共に、新たにページの任意の領域を指定することにより更新されたク
リップ情報をレイアウト画面に直接に反映させることができる。この結果、ユーザーは煩
わしい作業を行なうことなく、レイアウト画面上にレイアウトさせるクリップデータを編
集することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】本発明の一実施形態としての情報処理装置２０の概略を示す構成図。
【図２】ブラウザーモード設定処理の一例を示すフローチャート。
【図３】ブラウザー画面５０の一例を示す説明図。
【図４】クリップモード時のブラウザー画面５０の一例を示す説明図。
【図５】クリップモード時処理の一例を示すフローチャート。
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【図６】クリップリスト編集処理の一例を示すフローチャート。
【図７】プレビュー処理の一例を示すフローチャート。
【図８】クリップデータのレイアウトの様子の前半部分を示す説明図。
【図９】クリップデータのレイアウトの様子の後半部分を示す説明図。
【図１０】印刷プレビュー画面１５０の一例を示す説明図。
【図１１】印刷プレビュー画面１５０を更新する様子を示す説明図。
【図１２】印刷プレビュー画面１５０を更新する様子を示す説明図。
【図１３】印刷プレビュー画面１５０を更新する様子を示す説明図。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　次に、本発明の実施の形態を実施例を用いて説明する。
【００１８】
　図１は、本発明の一実施形態としての情報処理装置２０の概略を示す構成図である。本
実施形態の情報処理装置２０は、ルーター４２を介してインターネットに接続された汎用
のパーソナルコンピューターとして構成されており、中央演算処理装置としてのＣＰＵ３
２やデータを一時的に記憶するＲＡＭ３４，処理プログラムを記憶するハードディスクド
ライブ装置（ＨＤＤ）３６などが組み込まれたコンピューター本体３０と、表示デバイス
としての液晶ディスプレイ２２と、入力デバイスとしてのキーボード２４およびマウス２
６と、を備える。また、本実施形態の情報処理装置２０は、プリンター４０に接続されて
おり、印刷データを作成してプリンター４０に出力することにより画像を印刷できるよう
になっている。
【００１９】
　コンピューター本体３０のＨＤＤ３６には、Ｗｅｂページを閲覧するためのＷｅｂブラ
ウザー３６ａや、このＷｅｂブラウザー３６ａの拡張機能としてＷｅｂページ中の任意の
領域を指定してクリップしたりクリップした内容を印刷したりするためのクリップ印刷用
のアドオン３６ｂなどの各種プログラムがインストールされている。
【００２０】
　図２は、本実施形態の情報処理装置２０のＣＰＵ３２により実行されるブラウザーモー
ド設定処理の一例を示すフローチャートである。この処理は、ブラウザー画面が起動され
たときに実行される。本実施形態では、ブラウザー画面を同時に複数起動できるものとし
ているから、ブラウザーモード設定処理は、起動されたブラウザー画面毎に実行されるこ
とになる。図３にブラウザー画面５０の一例を示す。ブラウザー画面５０は、図示するよ
うに、上部のツールバー５２に、現在表示されているＷｅｂページをプレビューして印刷
するための印刷／プレビューボタン５４と、Ｗｅｂページの任意の領域をクリップして印
刷するためのクリップ印刷ボタン５６とが配置されている。また、ブラウザー画面５０の
右上には、このブラウザー画面５０を閉じるための閉じるボタン５８も配置されている。
ブラウザー画面５０は、Ｗｅｂページを閲覧するための通常モードと、Ｗｅｂページの任
意の領域をクリップして印刷するためのクリップモードとがあり、起動された直後は通常
モードが設定される。
【００２１】
　ブラウザーモード設定処理が実行されると、ＣＰＵ３２は、印刷／プレビューボタン５
４が左クリックされたか否か（ステップＳ１００）、クリップ印刷ボタン５６が左クリッ
クされたか否か（ステップＳ１１０）、をそれぞれ判定する。印刷／プレビューボタン５
４が左クリックされた場合には、通常のＷｅｂページを印刷するための印刷プレビュー画
面を起動し（ステップＳ１２０）、プレビューが終了するまでモーダル状態で待機して（
ステップＳ１３０）、ステップＳ１００に戻る。なお、通常のＷｅｂページの印刷につい
ては、本発明の要旨をなさないから、その説明は省略する。クリップ印刷ボタン５６が左
クリックされた場合には、現在のモードが通常モードであるか否かを判定し（ステップＳ
１４０）、通常モードである場合にはクリップモードに設定して（ステップＳ１５０）、
ステップＳ１００に戻る。ここで、クリップモードが設定されると、ブラウザー画面５０
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が通常モードからクリップモードに切り替えられる。
【００２２】
　図４に、クリップモード時のブラウザー画面５０の一例を示す。クリップモード時のブ
ラウザー画面５０は、図４に示すように、現在表示されているＷｅｂページ内でクリップ
する領域（クリップエリア６２）を選択するためのクリップ作業領域６０と、クリップデ
ータをサムネイル表示するクリップリスト表示領域７０と、クリップ作業に関する種々の
指示を行なうための各種ボタンが配置されたアクションバー８０と、が表示されており、
クリップエリア６２以外のＷｅｂページ表示領域はクリップモードであることを示す半透
明の幕で覆われている。アクションバー８０に配置された各種ボタンとしては、クリップ
エリア６２内の内容をクリップしてクリップリストに登録すると共にクリップした内容を
印刷するための印刷プレビュー画面を起動する選択範囲を印刷ボタン８２や、クリップエ
リア６２内の選択された領域をクリップしてクリップリストに登録する選択範囲をクリッ
プボタン８４、クリップモードを終了して通常のブラウザー画面に戻るキャンセルボタン
８６が用意されている。Ｗｅｂページのクリップは、クリップ作業領域６０におけるクリ
ップバンド６１によりクリップエリア６２を選択し、マウス２６で選択範囲を印刷ボタン
８２か選択範囲をクリップボタン８４のいずれかにカーソルを合わせて左クリックするこ
とにより行なうことができる。なお、クリップバンド６１は、クリップエリア６２を外側
から囲むクリップフレーム６４と、クリップフレーム６４の四隅と各辺の中央とに配置さ
れた８つのクリップハンドル６６とから構成されており、クリップハンドル６６上にマウ
スカーソルを合わせて左クリックのドラッグ操作をすることによりリサイズすることがで
きる。また、クリップエリア６２内にマウスカーソルを合わせて左クリックのドラッグ操
作をすることにより、クリップバンド６１の位置を移動させることができる。クリップリ
スト表示領域７０は、クリップリストに登録されているクリップデータがサムネイル化さ
れたサムネイル画像７２ａ～７２ｃと、クリップデータに対して種々の操作を行なうため
の各種ボタン７４～７８と、が表示される。サムネイル画像７２ａ～７２ｃの右サイドに
は、クリップリスト表示領域７０内に収まりきれないサムネイル画像を縦スクロールによ
り表示するためのスクロールバー７３が設けられている。各サムネイル画像７２ａ～７２
ｃの左上に設けられたチェックボックスは、印刷するクリップデータや削除するクリップ
データを選択するためのものであり、チェックＯＦＦの状態でマウス２６でカーソルを合
わせて左クリックされるとチェックＯＮとなり、チェックＯＮの状態でマウス２６でカー
ソルを合わせて左クリックされるとチェックＯＦＦとなる。クリップ表示領域７０に配置
された各種ボタンとしては、クリップリストの全てのクリップデータのチェックボックス
をチェックＯＮする全てチェックＯＮボタン７４や、クリップリストの全てのクリップデ
ータのチェックボックスをチェックＯＦＦする全てチェックＯＦＦボタン７５，クリップ
リストの全てのクリップデータを削除する全て削除ボタン７６，クリップリストのクリッ
プデータのうちチェックボックスがチェックＯＮされているクリップデータだけを削除す
るチェック項目を削除ボタン７７，クリップリストのクリップデータのうちチェックボッ
クスがチェックＯＮされているクリップデータだけを用紙領域にレイアウトして印刷する
ための印刷／プレビューボタン７８が用意されている。
【００２３】
　ステップＳ１００，Ｓ１１０で印刷／プレビューボタン５４とクリップ印刷ボタン５６
のいずれもが左クリックされていないと判定されたり、ステップＳ１１０でクリップ印刷
ボタン５６は左クリックされたと判定されたがステップＳ１４０で現在のモードがクリッ
プモードであると判定された場合には、閉じるボタン５８が左クリックされたか否かを判
定する（ステップＳ１６０）。閉じるボタン５８が左クリックされていない場合には、ス
テップ１００に戻る。一方、閉じるボタン５８が左クリックされた場合には、他に起動中
のブラウザー画面があるか否かを判定し（ステップＳ１７０）、他に起動中のブラウザー
画面がない場合には、クリップリスト内のクリップデータを保持した状態で本ブラウザー
画面５０を終了して（ステップＳ１９０）、本処理を終了する。一方、他に起動中のブラ
ウザー画面がある場合には、クリップリスト内の全てのクリップデータをチェックＯＦＦ
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に設定した上で（ステップＳ１８０）、クリップリスト内のクリップデータを保持した状
態で本ブラウザー画面５０を終了して（ステップＳ１９０）、本処理を終了する。ここで
、最後のブラウザー画面が終了する際にクリップリスト内の全てのクリップデータのチェ
ック状態をチェックＯＦＦに設定するのは、こうした場面では一旦クリップ印刷が完了し
たものと考えることができるから、印刷済みのクリップデータに対してチェックＯＮの設
定を解除するためである。勿論、印刷済みのクリップデータに対してチェックＯＮの設定
を解除すればよいから、印刷が実行されたタイミングでクリップデータのチェック状態を
チェックＯＦＦに設定するものとしてもよい。
【００２４】
　次に、クリップモード時の処理について説明する。図５は、本実施形態の情報処理装置
２０のＣＰＵ３２により実行されるクリップモード時処理の一例を示すフローチャートで
ある。この処理は、図２のブラウザーモード設定処理のステップＳ１６０でクリップモー
ドが設定されたときに実行される。なお、前述したブラウザーモード設定処理は、起動さ
れたブラウザー画面毎に実行されるため、このクリップモード時処理も起動されたブラウ
ザー画面毎に実行される。
【００２５】
　クリップモード時処理が実行されると、ＣＰＵ３２は、まず、後述するクリップリスト
編集処理を実行する（ステップＳ２００）。クリップリスト編集処理を実行すると、クリ
ップバンドの操作、即ち、前述したクリップハンドル６６に対して左クリックのドラッグ
操作がなされたり、クリップエリア６２に対して左クリックのドラッグ操作がなされたか
否かを判定し（ステップＳ２１０）、これらの操作がなされた場合には、操作の種類に応
じてクリップバンド６１をリサイズさせたり移動させたりする（ステップＳ２２０）。ク
リップバンドの操作がなされていない場合には次の処理に進む。
【００２６】
　続いて、選択範囲をクリップボタン８４が左クリックされたか否か（ステップＳ２３０
）、キャンセルボタン８６が左クリックされたか否か（ステップＳ２４０）、印刷／プレ
ビューボタン７８が左クリックされたか否か（ステップＳ２５０）、選択範囲を印刷ボタ
ン８２が左クリックされたか否か（ステップＳ２６０）、をそれぞれ判定する。各種ボタ
ン８４，８６，７８，８２のいずれのボタンも左クリックされていない場合にはステップ
Ｓ２００に戻る。一方、選択範囲をクリップボタン８４が左クリックされた場合には、ク
リップバンド６１で囲まれるクリップエリア６２内の内容をクリップすることによりクリ
ップデータを作成すると共に（ステップＳ２７０）、作成したクリップデータをチェック
ＯＮに設定した上でクリップリストに登録し（ステップＳ２８０）、ステップＳ２００に
戻る。ここで、クリップリストの登録は、クリップデータを識別するための識別情報とし
てのクリップＩＤ（Ｗｅｂサイトのタイトルなど）と、クリップされたＷｅｂページのＵ
ＲＬ（Uniform Resource Locator）と、クリップされた領域の内容と、チェック状態（チ
ェックＯＮ，チェックＯＦＦ）とを互いに関連付けて記憶することにより行なわれる。ク
リップリストにクリップデータが登録されると、クリップリスト表示領域７０にはクリッ
プした領域のサムネイル画像が追加される。キャンセルボタン８６が左クリックされた場
合には、クリップモードから通常モードに変更することにより通常のブラウザー画面５０
に戻って（ステップＳ２９０）、本処理を終了する。印刷／プレビューボタン７８が左ク
リックされた場合には、印刷プレビュー画面が既に起動されているか否かを判定する（ス
テップＳ３３０）。印刷プレビュー画面が起動されていない場合には、印刷プレビュー画
面の起動を指示し（ステップＳ３４０）、この印刷プレビュー画面が終了するまでモーダ
ル状態で待機して（ステップＳ３５０）、ステップＳ２００に戻る。一方、印刷プレビュ
ー画面が起動されている場合には、重複した起動を避けるために、印刷プレビュー画面の
起動を指示することなく、ステップＳ２００に戻る。選択範囲を印刷ボタン８２が左クリ
ックされた場合には、クリップリスト内の全てのクリップデータをチェックＯＦＦに設定
し（ステップＳ３００）、クリップバンド６１で囲まれるクリップエリア６２内の内容を
クリップすることによりクリップデータを作成し（ステップＳ３１０）、作成したクリッ
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プデータをチェックＯＮに設定した上でクリップリストに登録する（ステップＳ３２０）
。そして、印刷プレビュー画面が既に起動されているか否かを判定する（ステップＳ３３
０）。印刷プレビュー画面が起動されていない場合には、印刷プレビュー画面の起動を指
示し（ステップＳ３４０）、この印刷プレビュー画面が終了するまでモーダル状態で待機
して（ステップＳ３５０）、ステップＳ２００に戻る。一方、印刷プレビュー画面が既に
起動されている場合には、印刷プレビュー画面の起動を指示することなく、ステップＳ２
００に戻る。なお、選択範囲を印刷ボタン８２がクリップされた場合、クリップリストに
は、今回登録したクリップデータだけがチェックＯＮに設定され、他の全てのクリップデ
ータはチェックＯＦＦに設定されていることになるから、今回登録したクリップデータだ
けを印刷するための印刷プレビュー画面の起動を指示することになる。
【００２７】
　ステップＳ２００の処理は、図６に例示するクリップリスト編集処理を実行することに
より行なわれる。このクリップリスト編集処理では、チェックボックス操作、即ち、各チ
ェックボックスか全てチェックＯＮボタン７４か全てチェックＯＦＦボタン７５のいずれ
かが左クリックされたか否か（ステップＳ４００）、削除ボタンの操作、即ち、全て削除
ボタン７６かチェック項目を削除ボタン７７のいずれかが左クリックされたか否か（ステ
ップＳ４１０）、このブラウザー画面５０以外に起動しているブラウザー画面のクリップ
リストや後述する印刷プレビュー画面のクリップリストのいずれかが更新されたか否か（
ステップＳ４２０）をそれぞれ判定する。いずれの判定も否定的な場合には、何もせずに
本処理を終了する。チェックボックス操作がなされた場合には、左クリックされたボタン
に応じて該当するクリップデータのチェック状態を更新する（ステップＳ４３０）。削除
ボタンの操作がなされた場合には、印刷プレビュー画面が起動中であるか否かを判定し（
ステップＳ４４０）、起動中でない場合には左クリックされたボタンに応じて該当するク
リップデータを削除する（ステップＳ４５０）。起動中である場合には、クリップデータ
を削除しない。このブラウザー画面５０以外に起動しているブラウザー画面のクリップリ
ストか印刷プレビュー画面のクリップリストのいずれかが更新された場合には、この更新
と同期して同一のクリップリストに更新する（ステップＳ４６０）。この処理は、ブラウ
ザー画面５０と印刷プレビュー画面とが別プロセスとして起動されている場合には、それ
ぞれ独立した仮想アドレス空間を有しているため、例えば、ＯＳがサポートする機能の一
つであるプロセス間通信を用いてクリップリストを受け渡すことにより行なうことができ
る。
【００２８】
　次に、プレビュー処理について説明する。図７は、本実施形態の情報処理装置２０のＣ
ＰＵ３２により実行されるプレビュー処理の一例を示すフローチャートである。この処理
は、クリップ印刷の例では、起動されているブラウザー画面５０の印刷／プレビューボタ
ン７８か選択範囲を印刷ボタン８２のいずれかが左クリックされて印刷プレビュー画面の
起動が指示されたときに実行される。
【００２９】
　プレビュー処理が実行されると、ＣＰＵ３２は、まず、印刷プレビュー画面の起動を指
示したブラウザー画面のクリップリストと同一のクリップリストをこの印刷プレビュー画
面のクリップリストとして登録する（ステップＳ５００）。この処理は、前述したように
、プロセス間通信を用いてクリップデータを受け渡すことにより行なうことができる。続
いて、登録したクリップリストのクリップデータのうちチェックＯＮに設定されているク
リップデータを読み出してプレビュー用紙領域にレイアウトする処理を実行する（ステッ
プＳ５１０）。このレイアウト処理は、以下のレイアウトルールに従って行なわれる。
【００３０】
　図８に５つのクリップデータ１～５を用紙領域にレイアウトする様子の前半部分を、図
９にその後半部分を示す。レイアウト処理では、まず、クリップリストに登録されている
クリップデータのうちチェックＯＮされているクリップデータ１～５を登録が古い順に並
べる。続いて、用紙領域の空きエリアをチェックしその空きエリアに最も登録が古いクリ
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ップデータ１が収まるか否かを判定する（図８（ａ）参照）。初回は用紙領域全体が空き
エリアとなるため、その空きエリアの左上にクリップデータ１を配置する（図８（ｂ）参
照）。続いて、クリップデータ１を配置した後の用紙領域における右サイドの空きエリア
１をチェックしその空きエリア１に次のクリップデータ２の幅が収まるか否かを判定する
（図８（ｃ）参照）。ここで、空きエリア１は、レイアウト済みのクリップデータの右辺
に接し、水平方向に印刷領域が空いている矩形の領域を示す。クリップデータ２の幅は空
きエリア１に収まるため、その空きエリア１の左上にクリップデータ２を配置する（図８
（ｄ）参照）。そして、クリップデータ１，２を配置した後の用紙領域における右サイド
の空きエリア１をチェックしその空きエリア１に次のクリップデータ３の幅が収まるか否
かを判定する（図８（ｅ）参照）。クリップデータ３の幅は右サイドの空きエリア１から
はみ出るため、さらに、下サイドの空きエリア２をチェックしその空きエリア２にクリッ
プデータ３の高さが収まるか否かを判定する（図８（ｆ）参照）。ここで、空きエリア２
は、レイアウト済みのクリップデータの下端に接し、垂直方向に印刷領域が空いている矩
形の領域を示す。クリップデータ３の高さは空きエリア２に収まるため、その空きエリア
２の左上にクリップデータ３を配置する（図９（ｇ）参照）。次に、クリップデータ１～
３を配置した後の用紙領域における右サイドの空きエリア１をチェックしその空きエリア
１に次のクリップデータ４の幅が収まるか否かを判定する（図９（ｈ）参照）。クリップ
データ４の幅は空きエリア１に収まるため、その空きエリア１の左上にクリップデータ４
を配置する（図９（ｉ）参照）。次に、クリップデータ１～４を配置した後の用紙領域に
おける右サイドの空きエリア１をチェックしその空きエリア１にクリップデータ５の幅が
収まるか否かを判定する（図９（ｊ）参照）。クリップデータ５の幅は空きエリア１から
はみ出るため、さらに、下サイドの空きエリア２をチェックしその空きエリア２にクリッ
プデータ５の高さが収まるか否かを判定する（図９（ｋ）参照）。クリップデータ５の高
さは空きエリア２からはみ出るため、クリップデータ５の空きエリア２からはみ出さない
部分については空きエリア２に配置し、はみ出す部分については次のページの用紙領域の
左上に配置する（図９（ｌ）参照）。このように、レイアウト処理では、右サイドの空き
エリア１と下サイドの空きエリア２とのうちの両方にクリップデータを配置可能な場合に
は空きエリア１を選択して配置し、空きエリア１と空きエリア２のいずれか一方にクリッ
プデータを配置可能な場合にはその配置可能な空きエリアに配置し、空きエリア１と空き
エリア２のいずれにもクリップデータを配置できない場合には空きエリア２からクリップ
データがはみ出さない部分については空きエリア２に配置しはみ出る部分については次ペ
ージの用紙領域に配置するのである。
【００３１】
　こうしてクリップデータをレイアウトすると、レイアウト結果から印刷データを作成し
て（ステップＳ５２０）、クリップデータがプレビュー用紙領域にレイアウトされた印刷
プレビュー画面を起動する（ステップＳ５３０）。印刷プレビュー画面の一例を図１０に
示す。
【００３２】
　印刷プレビュー画面１５０は、図１０に示すように、クリップデータがレイアウトされ
たプレビュー用紙領域１６２ａ，１６２ｂを２ページ単位で表示するプレビュー表示領域
１６０と、クリップデータをサムネイル表示するクリップリスト表示領域１７０と、プリ
ント設定を表示するプリント設定表示領域１７７と、プレビューや印刷に関する種々の操
作を行なうための各種ボタン１８１～１８３と、各種の値の入力が可能な各種入力ボック
ス１８４，１８５と、が表示される。各種ボタンとしては、プレビュー用紙領域１６２ａ
，１６２ｂの内容を現在のプリント設定で印刷するための印刷ボタン１８１と、プレビュ
ー用紙の先頭ページを表示する先頭ページボタンと１つ前のページを表示する前ページボ
タンと次のページを表示する次ページボタンと最終ページを表示する最終ページボタンと
からなるページ捲りボタン１８２と、印刷プレビュー画面１５０を閉じるための閉じるボ
タン１８３とが設けられている。また、各種入力ボックスとしては、ページ総数に対して
現在表示しているページのページ番号を表示すると共に表示を変更するページ番号の入力
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が可能なカレントページ表示／入力ボックス１８４と、印刷部数を指定する印刷部数指定
ボックス１８５とが設けられている。クリップリスト表示領域１７０は、クリップデータ
がサムネイル化されたサムネイル画像１７２ａ～１７２ｃと、クリップデータに対して種
々の操作を行なうための各種ボタン１７４～１７６と、が表示される。サムネイル画像１
７２ａ～１７２ｃの右サイドには、クリップリスト表示領域１７０内に収まりきれないサ
ムネイル画像を縦スクロールにより表示するためのスクロールバー１７３が設けられてい
る。サムネイル画像１７２ａ～１７２ｃに左上に設けられたチェックボックスは、印刷す
るクリップデータを選択するためのものであり、チェックＯＦＦの状態でマウス２６でカ
ーソルを合わせて左クリックされるとチェックＯＮとなり、チェックＯＮの状態でマウス
２６でカーソルを合わせて左クリックされるとチェックＯＦＦとなる。クリップ表示領域
１７０に表示された各種ボタンとしては、クリップリストの全てのクリップデータのチェ
ックボックスをチェックＯＮする全てチェックＯＮボタン１７４と、クリップリストの全
てのクリップデータのチェックボックスをチェックＯＦＦする全てチェックＯＦＦボタン
１７５と、クリップリスト表示領域１７０をたたむリスト格納ボタン１７６とが設けられ
ている。プリント設定表示領域１７７は、現在設定されている給紙方式や用紙サイズ，用
紙種類などを表示するプリント設定確認リスト１７８と、プリント設定表示領域１７７を
たたむリスト格納ボタン１７９とが表示される。なお、リスト格納ボタン１７６，１７９
は、リストをたたんだ状態ではリストを表示されている状態に戻すためのリスト復元ボタ
ンとなる。
【００３３】
　印刷プレビュー画面１５０を起動すると、起動中のブラウザー画面のクリップリストと
同期をとり（ステップＳ５４０）、ブラウザー画面のクリップリストが更新されているか
否かを判定し（ステップＳ５５０）、更新されている場合には、ブラウザー画面のクリッ
プリストと同一のクリップリストに更新する（ステップＳ５６０）。ブラウザー画面が複
数起動されている場合には、図４のクリップモード時処理のステップＳ３５０で説明した
ように、印刷プレビュー画面１５０を起動させた親画面のブラウザー画面５０は、モーダ
ル状態で待機しているためユーザーからの如何なる操作も受け付けないが、親画面以外の
ブラウザー画面は、印刷プレビュー画面１５０とは独立しているため、各種操作が可能と
なる。したがって、ステップＳ５４０～Ｓ５６０の処理は、親画面以外のブラウザー画面
５０からクリップデータが追加されたり、クリップデータのチェック状態が更新されたり
した場合に、これを印刷プレビュー画面１５０のクリップリストに反映させる処理となる
。なお、同期処理は、前述したように、プロセス間通信を用いてクリップリストを受け渡
すことにより行なうことができる。クリップリストが更新されると、更新されたクリップ
リストに基づいてレイアウト処理を実行し（ステップＳ５９０）、印刷データを生成し（
ステップＳ６００）、生成した印刷データに基づいて印刷プレビュー画面１５０を更新す
る（ステップＳ６１０）。
【００３４】
　ステップＳ５５０でブラウザー画面のクリップリストが更新されていないと判定された
場合には、印刷プレビュー画面１５０のクリップリスト表示領域１７０のチェックボック
ス操作、即ち、各チェックボックスと全てチェックＯＮボタン１７４と全てチェックＯＦ
Ｆボタン１７５のいずれかが左クリックされたか否かを判定する（ステップＳ５７０）。
チェックボックス操作がなされた場合には、左クリックされたボタンの種類に応じて該当
するクリップデータのチェック状態を変更することによりクリップリストを更新し（ステ
ップＳ５８０）、更新したクリップリストに基づいてレイアウト処理を実行し印刷データ
を生成し印刷プレビュー画面１５０を更新する（ステップＳ５９０～Ｓ６１０）。一方、
チェックボックス操作がなされていない場合には、印刷プレビュー画面１５０を更新する
ことなく、次の処理に進む。ステップＳ５７０，Ｓ５８０の処理は、印刷プレビュー画面
１５０でクリップデータのチェック状態が更新された場合に、印刷プレビュー画面１５０
のクリップリストに反映させる処理となる。
【００３５】
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　そして、印刷ボタン１８１が左クリックされるまで（ステップＳ６２０）、ステップＳ
５４０に戻ってステップＳ５４０～Ｓ６１０の処理を繰り返し、印刷ボタン１８１が左ク
リックされた場合に、印刷データをプリンター４０に出力して（ステップＳ６３０）、プ
レビュー処理を終了する。
【００３６】
　図１１に、クリップデータのチェックＯＮにより印刷プレビュー画面１５０のプレビュ
ー表示が更新される様子を示す。いま、クリップリストに「Clip Data1」，「Clip Data2
」，「Clip Data3」の３つのクリップデータが登録され、「Clip Data1」と「Clip Data3
」とがチェックＯＮされると共に「Clip Data2」がチェックＯＦＦされている場合を考え
る。この場合、プレビュー用紙領域１６２には、「Clip Data1」と「Clip Data3」とが前
述したレイアウトルールに従って配置される。この状態から、「Clip Data2」がチェック
ＯＮされると、「Clip Data2」は「Clip Data1」と「Clip Data3」とに対して最後尾に並
べられ（最新のものとして並べられ）、前述したレイアウトルールに従ってプレビュー用
紙領域１６２の空きエリアに配置される。前述したように、図７のプレビュー処理では、
クリップリストの更新やレイアウト処理，これらに基づく印刷プレビュー画面１５０の更
新を繰り返し実行しているから、クリップデータに対するチェックＯＮの操作は、プレビ
ュー用紙領域１６２へのクリップデータのレイアウトに即座に反映されることになる。ま
た、起動中のブラウザー画面のクリップリストと同期をとっているから、ブラウザー画面
５０上のクリップリスト表示領域１７０でクリップデータに対して行なったチェックＯＮ
の操作も、プレビュー用紙１６２へのクリップデータのレイアウトに即座に反映される。
【００３７】
　図１２に、クリップデータのチェックＯＦＦにより印刷プレビュー画面１５０のプレビ
ュー表示が更新される様子を示す。いま、クリップリストに「Clip Data1」，「Clip Dat
a2」，「Clip Data3」の３つのクリップデータがチェックＯＮで登録されている場合を考
える。この場合、プレビュー用紙領域１６２には、「Clip Data1」と「Clip Data2」と「
Clip Data3」とが前述したレイアウトルールに従って配置される。この状態から、「Clip
 Data3」がチェックＯＦＦされると、プレビュー用紙領域１６２から「Clip Data3」だけ
が除去される。前述したように、図７のプレビュー処理では、クリップリストの更新やレ
イアウト処理，これらに基づく印刷プレビュー画面１５０の更新を繰り返し実行している
から、クリップデータに対するチェックＯＦＦの操作は、プレビュー用紙領域１６２への
クリップデータのレイアウトに即座に反映されることになる。また、起動中のブラウザー
画面のクリップリストと同期をとっているから、ブラウザー画面５０上のクリップリスト
表示領域１７０でクリップデータに対して行なったチェックＯＦＦの操作も、プレビュー
用紙１６２へのクリップデータのレイアウトに即座に反映される。
【００３８】
　図１３に、印刷プレビュー画面１５０が起動されている状態でブラウザー画面５０上で
のクリップデータの追加により印刷プレビュー画面１５０のプレビュー表示が更新される
様子を示す。いま、クリップリストに「Clip Data1」，「Clip Data2」の２つのクリップ
データが登録され、「Clip Data1」と「Clip Data2」とがチェックＯＮされている場合を
考える。この場合、プレビュー用紙領域１６２には、「Clip Data1」と「Clip Data2」と
が前述したレイアウトルールに従って配置される。この状態から、印刷プレビュー画面１
５０を起動させた親画面であるブラウザー画面５０以外にブラウザー画面が新たに起動さ
れ、このブラウザー画面のＷｅｂページに対してクリップエリア６２を選択し選択範囲を
クリップボタン８４が左クリックされると、新たにクリップされた内容が「Clip Data3」
としてクリップリストに登録される。このとき、印刷プレビュー画面１５０では、新たに
追加された「Clip Data3」がプレビュー用紙１６２の空きエリアに配置される。図７のプ
レビュー処理では、起動中のブラウザー画面のクリップリストとの同期をとりながらクリ
ップリストの更新やレイアウト処理，これらに基づく印刷プレビュー画面１５０の更新を
繰り返し実行しているから、新たにクリップされた内容はプレビュー用紙１６２へのレイ
アウトに即座に反映されることになる。したがって、クリップデータを追加するために、
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印刷プレビュー画面１５０を一旦閉じて再度ブラウザー画面５０でクリップしてクリップ
データを追加してから印刷プレビュー画面１５０を再起動するような煩わしい作業を必要
としない。
【００３９】
　ここで、本実施形態の構成要素と本発明の構成要素との対応関係を明らかにする。ブラ
ウザー画面５０上でＷｅｂページのクリップする領域を選択するためのクリップバンド６
１のリサイズや移動を行なう図５のクリップ処理のステップＳ２１０，Ｓ２２０の処理を
実行するＣＰＵ３２やマウス２６などが「領域指定手段」に相当し、選択された領域をク
リップしてクリップデータを作成するステップＳ２７０，Ｓ３１０の処理を実行するＣＰ
Ｕ３２が「クリップ手段」に相当し、クリップデータをクリップリストに登録するステッ
プＳ２８０，Ｓ３２０の処理や図７のプレビュー処理のステップＳ５００の処理を実行す
るＣＰＵ３２が「クリップリスト登録手段」に相当し、クリップデータをプレビュー用紙
領域にレイアウトした印刷プレビュー画面１５０を起動するステップＳ５１０～Ｓ５３０
の処理を実行するＣＰＵ３２が「レイアウト画面起動手段」に相当し、起動中のブラウザ
ー画面５０のクリップリストと同期をとり更新されたクリップデータをプレビュー用紙領
域にレイアウトするステップＳ５４０～Ｓ６１０の処理を実行するＣＰＵ３２が「レイア
ウト画面更新手段」に相当する。また、リスト表示領域７０，１７０が「リスト表示手段
」に相当し、図６のクリップリスト編集処理のステップＳ４００，Ｓ４３０の処理や図７
のプレビュー処理のステップＳ５７０，Ｓ５８０の処理を実行するＣＰＵ３２やマウス２
６などが「クリップ情報選択手段」に相当する。なお、本実施形態では、情報処理装置２
０の動作を説明することにより本発明の情報処理方法やプログラムの一例も明らかにして
いる。
【００４０】
　以上説明した本実施形態の情報処理装置２０によれば、ブラウザー画面５０上のＷｅｂ
ページに対して任意の領域のクリップを受け付けてクリップリストに登録し、ブラウザー
画面５０から印刷プレビュー画面１５０の起動が指示された場合には、ブラウザー画面５
０のクリップリストを印刷プレビュー画面１５０のクリップリストとして登録すると共に
登録したクリップリストのクリップデータをプレビュー用紙領域にレイアウトした印刷プ
レビュー画面１５０を起動し、印刷プレビュー画面１５０が起動している最中に印刷プレ
ビュー画面１５０を起動させたブラウザー画面５０（親画面）以外のブラウザー画面上の
Ｗｅｂページに対して新たにクリップされた場合には、そのブラウザー画面のクリップリ
ストとの同期とクリップリストのクリップデータのレイアウトとを実行して印刷プレビュ
ー画面１５０を更新するから、ブラウザー画面上で新たにクリップされた内容を印刷プレ
ビュー画面１５０のプレビュー用紙領域へのレイアウトに即座に反映させることができる
。この結果、クリップデータを追加するために、印刷プレビュー画面１５０を一旦閉じて
再度ブラウザー画面５０でクリップしてクリップデータを追加してから印刷プレビュー画
面１５０を再起動するような煩わしい作業を必要とすることがない。
【００４１】
　また、本実施形態の情報処理装置２０によれば、印刷プレビュー画面１５０のクリップ
リスト表示領域１７０のクリップデータに対してチェックＯＮ，チェックＯＦＦの操作を
受け付け、クリップリストの更新やレイアウト処理，これらに基づく印刷プレビュー画面
１５０の更新を繰り返し実行するから、クリップデータに対するチェックＯＮとチェック
ＯＦＦの操作をプレビュー用紙領域へのレイアウトに即座に反映させることができる。ま
た、起動中のブラウザー画面５０のクリップリストと同期をとってクリップリストを更新
するから、ブラウザー画面５０上のクリップリスト表示領域７０のクリップデータに対し
て行なったチェックＯＮやチェックＯＦＦの操作も印刷プレビュー画面１５０のプレビュ
ー用紙１６２へのレイアウトに即座に反映させることができる。
【００４２】
　上述した実施形態では、ブラウザー画面５０が複数起動している最中には、印刷プレビ
ュー画面１５０をモーダル状態で起動させたブラウザー画面（親画面）以外のブラウザー
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た内容を印刷プレビュー画面１５０のプレビュー用紙領域へのレイアウトに反映させるも
のとしたが、印刷プレビュー画面１５０を親画面からモードレス状態として起動させるも
のとすれば、印刷プレビュー画面１５０を起動させたブラウザー画面からのクリップ操作
を受け付けてクリップされた内容を印刷プレビュー画面１５０のプレビュー用紙領域への
レイアウトに反映させるものとしてもよい。
【００４３】
　上述した実施形態では、全てのブラウザー画面５０を終了してもクリップリスト内のク
リップデータはそのまま保持するものとしたが、全てのブラウザー画面５０が終了したと
きにクリップリスト内のクリップデータを削除するものとしてもよい。
【００４４】
　上述した実施形態では、本発明の情報処理装置２０をプリンター４０に接続し、ブラウ
ザー画面５０でクリップされた内容を印刷のための印刷プレビュー画面１５０として表示
するものとしたが、クリップされた内容をレイアウトしたレイアウト画面であれば、印刷
プレビュー画面として表示するものに限られない。この場合、情報処理装置２０をプリン
ター４０に接続する必要はない。
【００４５】
　上述した実施形態では、本発明を情報処理装置２０の形態として説明したが、情報処理
方法の形態とするものとしてもよい。また、情報処理装置２０をコンピューターに実現さ
せるためのプログラムの形態とするものとしても構わない。
【００４６】
　なお、本発明は上述した実施形態に何ら限定されることはなく、本発明の技術的範囲に
属する限り種々の態様で実施し得ることはいうまでもない。
【符号の説明】
【００４７】
　２０　情報処理装置、２２　液晶ディスプレイ、２４　キーボード、２６　マウス、３
０　コンピューター本体、３２　ＣＰＵ、３４　ＲＡＭ、３６　ハードディスクドライブ
装置（ＨＤＤ）、３６ａ　Ｗｅｂブラウザー、３６ｂ　アドオン、４０　プリンター、４
２　ルーター、５０　ブラウザー画面、５２　ツールバー、５４　印刷／プレビューボタ
ン、５６　クリップ印刷ボタン、５８　閉じるボタン、６０　クリップ作業領域、６１　
クリップバンド、６２　クリップエリア、６４　クリップフレーム、６６　クリップハン
ドル、７０，１７０　クリップリスト表示領域、７２ａ～７２ｃ，１７２ａ～１７２ｃ　
サムネイル画像　７３，１７３　スクロールバー、７４，１７４　全てチェックＯＮボタ
ン、７５，１７５　全てチェックＯＦＦボタン、７６　全て削除ボタン、７７　チェック
項目を削除ボタン、７８　印刷／プレビューボタン、８０　アクションバー、８２　選択
範囲を印刷ボタン、８４　選択範囲をクリップボタン、８６　キャンセルボタン、１５０
　印刷プレビュー画面、１６０　プレビュー表示領域、１６２，１６２ａ，１６２ｂ　プ
レビュー用紙領域、１７６，１７９　リスト格納ボタン、１７７　プリント設定表示領域
、１７８　プリント設定確認リスト、１８１　印刷ボタン、１８２　ページ捲りボタン、
１８３　閉じるボタン、１８４　カレントページ表示／入力ボックス、１８５　印刷部数
指定ボックス。
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