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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　画像が形成された用紙に対して後処理を実行するためのジョブを送信するジョブ制御装
置であって、
　前記画像を形成するために指定された用紙に対して当該画像が形成される前における当
該用紙のサイズと当該画像が形成された後における当該用紙のサイズとを用いて、伸縮量
を導出する導出手段と、
　前記導出手段で導出された伸縮量をもとに、前記後処理を実行する位置を変更する位置
変更手段と、を有し、
　前記位置変更手段は、前記ジョブに従って後処理される用紙に、複数の大きさの用紙が
混在している場合、各用紙の長さを判定し、最も短い用紙の伸縮量を基準として、前記後
処理を実行する位置を調整することを特徴とするジョブ制御装置。
【請求項２】
　前記導出手段は、前記ジョブを処理するために指定された用紙サイズと、前記後処理が
実行されるときの用紙サイズとの差分から伸縮量を導出することを特徴とする請求項１に
記載のジョブ制御装置。
【請求項３】
　前記位置変更手段は、前記後処理として実行が指示されている内容と、前記後処理を実
行する内容を示す後処理パラメータの関連する用紙方向との少なくとも何れか一方に応じ
て、前記後処理を実行する位置を異なる方法で調整することを特徴とする請求項１又は２
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に記載のジョブ制御装置。
【請求項４】
　前記位置変更手段は、前記用紙の伸縮により生じる仕上がりサイズの伸縮を考慮し、当
該用紙が伸縮する前の仕上がりサイズが維持されるように、前記後処理を実行する位置を
調整することを特徴とする請求項１～３の何れか１項に記載のジョブ制御装置。
【請求項５】
　前記位置変更手段は、前記伸縮量をもとに前記後処理を実行する位置を変更するか、用
紙が伸縮する前の仕上がりサイズが維持されるように前記後処理を実行する位置を調整す
るかの何れかを、ユーザによる選択に応じて行うことを特徴とする請求項４に記載のジョ
ブ制御装置。
【請求項６】
　画像が形成された用紙に対して後処理を実行するためのジョブを送信するジョブ制御方
法であって、
　前記画像を形成するために指定された用紙に対して当該画像が形成される前における当
該用紙のサイズと当該画像が形成された後における当該用紙のサイズとを用いて、伸縮量
を導出する導出ステップと、
　前記導出ステップで導出された伸縮量をもとに、前記後処理を実行する位置を変更する
位置変更ステップと、を有し、
　前記位置変更ステップは、前記ジョブに従って後処理される用紙に、複数の大きさの用
紙が混在している場合、各用紙の長さを判定し、最も短い用紙の伸縮量を基準として、前
記後処理を実行する位置を調整することを特徴とするジョブ制御方法。
【請求項７】
　画像が形成された用紙に対して後処理を実行するためのジョブを送信するための処理を
コンピュータに実行させるためのコンピュータプログラムであって、
　前記画像を形成するために指定された用紙に対して当該画像が形成される前における当
該用紙のサイズと当該画像が形成された後における当該用紙のサイズとを用いて、伸縮量
を導出する導出ステップと、
　前記導出ステップで導出された伸縮量をもとに、前記後処理を実行する位置を変更する
位置変更ステップと、をコンピュータに実行させ、
　前記位置変更ステップは、前記ジョブに従って後処理される用紙に、複数の大きさの用
紙が混在している場合、各用紙の長さを判定し、最も短い用紙の伸縮量を基準として、前
記後処理を実行する位置を調整することを特徴とするコンピュータプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ジョブ制御装置、ジョブ制御方法、及びコンピュータプログラムに関し、特
に、画像が形成された用紙に対して行う後処理を制御するために用いて好適なものである
。
【背景技術】
【０００２】
　近年、電子写真方式の印刷装置やインクジェット方式の印刷装置の高速化、高画質化に
伴い、印刷業界に対抗して、プリント・オン・ディマンド（Print On Demand：以下、Ｐ
ＯＤと称する）が出現しつつある。ＰＯＤとは、印刷装置で扱うジョブより比較的小ロッ
トのジョブを、大掛かりな装置、システムを用いずに、短納期で取り扱えることを目指し
ている。例えば、デジタル複写機やデジタル複合機等のデジタル画像形成装置を最大限に
活用して、電子データを用いたデジタルプリントを実現することで商売を行うとするＰＯ
Ｄ市場も出現しつつある。
【０００３】
　このようなＰＯＤ市場では、従来の印刷業界に比べてデジタル化がシステムに融合し、
コンピュータを利用した管理、制御が浸透してきている。このようにコンピュータを利用
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することにより、ＰＯＤ市場のレベル（品質等）は、ある程度、前述した印刷業界のレベ
ルに近づこうとしている。このような背景の中で、ＰＯＤ市場には、コピー・プリントシ
ョップや印刷会社の印刷サービス、企業内（社内）向け印刷サービス等が存在する。
【０００４】
　ここで、フィニッシャ装置としては、画像処理装置と物理的に接続されているインライ
ンフィニッシャと共に、ニアラインフィニッシャが用いられるようになってきている。ニ
アラインフィニッシャは、画像処理装置と物理的に離れているが、画像処理装置とネット
ワークを介して相互に通信可能に接続されているフィニッシャ装置である。
　ニアラインフィニッシャを使用するシステムでは、画像処理装置で印刷が終了した後に
、印刷物を作業者がニアラインフィニッシャに運搬し、ニアラインフィニッシャで印刷物
に対する後処理を実行する。また、ニアラインフィニッシャを使用するジョブにおいては
、印刷で使用する用紙サイズを元に、用紙のどの位置で後処理を行うかのパラメータを入
力する。
【０００５】
　このようなシステムにおいて、画像処理装置におけるトナー定着時の熱や、印刷物が放
置された時の室内の温度・湿度の影響で、印刷後の時間が経過することに従い用紙サイズ
が変化してしまう場合がある。これにより、オペレータが指定した所望の位置で後処理が
行われないという問題が生じる。この問題に対する対策として、用紙の搬送方向の伸縮量
の情報を検出し、その伸縮量に基づいてフィニッシャの突き当て位置を移動する技術が考
えられる（特許文献１を参照）。
【０００６】
【特許文献１】特開２００７－８６９０号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、前述した従来の技術では、用紙の搬送方向の伸縮量のみを検出している
ため、中綴じ製本等の特定の後処理にしか効果が期待できない。そのため、後処理の内容
によっては用紙サイズの変化に対して所望の成果物が得られないという問題点があった。
【０００８】
　また、用紙の伸縮によって画像領域のサイズも伸縮するため、フィニッシャの突き当て
位置を移動するだけでは、後処理を行う位置を正確に調整できないという問題点もあった
。例えば、用紙全体に画像が印刷された印刷物に対して、画像領域と白紙領域との境界で
断裁を行う設定が行われている場合、用紙の伸縮による断裁位置のずれによって必要な部
分まで断裁されたり、これとは逆に必要ない部分が残ったりする虞がある。
【０００９】
　本発明は、以上の問題点に鑑みてなされたものであり、後処理を可及的に適切に行える
ようにすることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明のジョブ制御装置は、画像が形成された用紙に対して後処理を実行するためのジ
ョブを送信するジョブ制御装置であって、前記画像を形成するために指定された用紙に対
して当該画像が形成される前における当該用紙のサイズと当該画像が形成された後におけ
る当該用紙のサイズとを用いて、伸縮量を導出する導出手段と、前記導出手段で導出され
た伸縮量をもとに、前記後処理を実行する位置を変更する位置変更手段と、を有し、前記
位置変更手段は、前記ジョブに従って後処理される用紙に、複数の大きさの用紙が混在し
ている場合、各用紙の長さを判定し、最も短い用紙の伸縮量を基準として、前記後処理を
実行する位置を調整することを特徴とする。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明によれば、印刷前の正規の用紙サイズから、画像形成処理や用紙の放置によって
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用紙サイズが変化しても、その変化に応じて後処理を行う位置を自動的に調整することが
可能となる。これにより、用紙サイズの変化で生じる後処理位置のずれを低減することが
可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
（第１の実施形態）
　以下に、図面を参照しながら、本発明の第１の実施形態について説明する。
　まず、図１～図４を用いて、ＰＯＤシステムの構成の一例を説明する。
　図１は、ＰＯＤシステム（印刷システム）全体の基本構成の一例を示す図である。
　図１において、ＰＯＤシステムは、エンドユーザ環境１、２と、エンドユーザ環境１、
２とインターネット７を介して相互に接続されているＰＯＤサイト環境３とを有している
。
【００１３】
　エンドユーザ環境１、２では、プリントの発注依頼を行う発注者は、夫々のエンドユー
ザ環境から、夫々のクライアントＰＣ１ａ、２ａを利用して、印刷ジョブ（プリントジョ
ブ）の依頼や、ジョブのステータスの確認等を行うことができる。
【００１４】
　一方、ＰＯＤサイト環境３は、通常は、工程管理部４、プリプレス部５、デジタルプリ
ント部６、及びポストプレス部７を有している。ポストプレス部７は、デジタル複写機や
デジタル複合機等のデジタル画像処理装置に接続されているフィニッシング装置の機能や
能力で不足する場合に活用される。
【００１５】
　工程管理部４は、ＰＯＤサイト環境３におけるプリプレス部５、デジタルプリント部６
、及びポストプレス部７の各工程に対して作業を指示し、コンピュータや各種デバイスに
より構成される本システムのワークフローを管理する部分である。更に、工程管理部４は
、前述したエンドユーザ環境１、２からジョブを受信したり、そのジョブを保管したり、
各デバイスや各作業者における作業を効率よくスケジュールしたりするといった役割を果
たすものである。
【００１６】
　プリプレス部５は、工程管理部４より受信したプリプレスジョブの作業指示に基づいて
、エンドユーザ環境１、２から受け取った紙原稿をスキャンし、スキャンした紙原稿をス
キャン画像ファイルとしてプリプレスサーバやクライアントＰＣに取り込む処理を行う。
また、プリプレス部５は、画像補正、ファイルのマージ、ページの挿入／削除、各種ペー
ジレイアウトの編集、面付け処理を実行する。また、プリプレス部５は、最終成果物のレ
イアウト、色味を確認するためのプルーフ出力を必要に応じて実行する。
【００１７】
　デジタルプリント部６は、工程管理部４或いはプリプレス部５より受信したジョブの作
業指示に従って、エンドユーザ環境１、２から受け取った紙原稿をコピーしたり、クライ
アントＰＣから送信された画像ファイルをプリントアウトしたりする役割を果たす。
【００１８】
　ポストプレス部７は、工程管理部４或いはデジタルプリント部６より受信したポストプ
レスジョブの作業指示に従って、紙折り機、中綴じ製本機、くるみ製本機、断裁機、封入
機、帳合機等の後処理装置（後処理デバイス）を制御する。更に、ポストプレス部７は、
デジタルプリント部６より出力された印刷原稿に対して、紙折り、中綴じ製本、くるみ製
本、断裁、封入、帳合等の仕上げ処理を実行するという役割を果たす。
【００１９】
　図２は、ＰＯＤシステムにおけるプリプレス部５の構成の一例を示す図である。
　図２において、プリプレス部５は、プリプレスサーバ２０、スキャナ２１、ＭＦＰ（Mu
lti Function Peripherals）２２、及びクライアントＰＣ２３ａ、２３ｂを備えている。
プリプレス部５におけるプリプレスサーバ２０、クライアントＰＣ２３、スキャナ２１、
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ＭＦＰ２２は、ＬＡＮ等のネットワーク８を介して相互に接続され、ジョブを転送したり
、制御コマンドを発行したりして、プリプレス部５で受信したジョブを処理する。
【００２０】
　プリプレスサーバ２０は、スキャナ２１やＭＦＰ２２等のスキャンデバイスにより、エ
ンドユーザ環境１、２から受け取った紙原稿がスキャンされると、その紙原稿の画像をス
キャン画像ファイルとして取り込む。
　また、プリプレスサーバ２０は、画像の補正を実行したり、複数個のファイル（文書／
画像ファイルやスキャン画像ファイル）をマージ（merge）したり、ページを挿入／削除
したり、各種ページレイアウトの編集や面付け処理を実行したりする。
【００２１】
　エンドユーザ環境１、２から受信したジョブがコピージョブの場合には、まず、前述し
たように、スキャナ２１、ＭＦＰ２２等のスキャンデバイスにより紙原稿をスキャンする
。そして、スキャンした紙原稿のデータをスキャン画像ファイルとしてプリプレスサーバ
２０やクライアントＰＣ２３が取り込む。
　また、エンドユーザ環境から受信したジョブがプリントジョブの場合は、プリプレスサ
ーバ２０やクライアントＰＣ２３が、エンドユーザ環境１、２から受信した文書／画像フ
ァイルを取り込む。
【００２２】
　更に、エンドユーザ環境１、２から受信した画像ファイルを更に編集する必要がある場
合、プリプレス部５は、次のような処理を行う。すなわち、プリプレス部５は、複数ペー
ジのレイアウトを確認しながら作業者が行う指示に従って、編集対象の画像ファイルに対
して他の画像ファイルのページを挿入したり、編集対象の画像ファイルのページを削除し
たりする。また、プリプレス部５は、ページ番号やアノテーションを追加したり、Ｎ－ｕ
ｐ印刷や多連印刷を指定したり、ステープルやパンチやＺ折り等の後処理を指定したりと
いったような各種ページレイアウト編集や面付け処理を実行する。
【００２３】
　図３は、ＰＯＤシステムにおけるデジタルプリント部６の構成の一例を示す図である。
ここでは、ネットワーク８を介して相互に接続されたプリントサーバ３０、クライアント
ＰＣ３１、３２、カラーＭＦＰ３５～３７及び白黒ＭＦＰ３３、３４が夫々１つ又は複数
個存在している場合を例に挙げて示している。
【００２４】
　プリントサーバ３０は、２つの役割を持っている。１つ目の役割は、デジタルプリント
部６の外部との情報の送受信である。入稿されるジョブの画像情報や設定情報等は、プリ
ントサーバ３０に入力される。プリントサーバ３０は、そのジョブの実行が終了すると、
ステータス等の情報を外部に知らせる役割を持っている。
　プリントサーバ３０のもう１つの役割は、デジタルプリント部６内の管理制御である。
プリントサーバ３０は、デジタルプリント部６の内部にある全てのデバイスの状況と全て
のジョブ（外部から入力されたジョブと、デジタルプリント部６の内部で発生したジョブ
）の状況を監視できる。更に、プリントサーバ３０は、ジョブの一時停止、設定変更、印
刷再開、或いはジョブの複製・移動・削除等の制御が行えるようになっている。
【００２５】
　クライアントＰＣ３１、３２は、入力されたアプリケーションファイルの編集、印刷指
示、或いは、プリントレディファイルの投入を行う役割と、プリントサーバ３０内で管理
されているデバイスやジョブの監視や制御の補佐する役割とを持っている。
【００２６】
　カラーＭＦＰ３５、３６、３７、及び白黒ＭＦＰ３３、３４は、スキャン、プリント、
コピー等、様々な機能を有する画像処理装置である。また、カラーＭＦＰと白黒ＭＦＰは
、スピードやコスト等が異なるため、夫々の用途に応じて使い分けられる。また、カラー
ＭＦＰ３７にはフィニッシャ装置（インラインフィニッシャ）が接続されている（備わっ
ている）。
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【００２７】
　図４は、ＰＯＤシステムにおけるポストプレス部７の構成の一例を示す図である。
　ポストプレス部７は、ポストプレスサーバ４０と、クライアントＰＣ４１、４２と、紙
折り機４３、断裁機４４、中綴じ製本機４５、及びくるみ製本機４６に代表される後処理
装置とを有している。ポストプレスサーバ４０、クライアントＰＣ４１、４２、紙折り機
４３、断裁機４４、中綴じ製本機４５、及びくるみ製本機４６は、ネットワーク８を介し
て相互に接続されている。
【００２８】
　ポストプレスサーバ４０は、後処理工程を統括管理するコンピュータであり、ポストプ
レス部７内で実行されるジョブを制御する。ポストプレスサーバ４０は、工程管理部４か
らのジョブの指示等に基づき、ポストプレス部７で仕上げ可能な後処理条件を作り出す。
そして、ポストプレスサーバ４０は、その後処理条件に従って、エンドユーザの要求通り
の後処理（仕上げ処理）工程の指示を行う。一般に、ポストプレスサーバ４０がポストプ
レス部７の外部と情報の交換を行う。また、ポストプレスサーバ４０は、ポストプレス部
７の内部コマンドやステータスを使って夫々の後処理装置と情報の交換を行っている。
【００２９】
　後処理装置は、大きく３つの種類に分類することができ、本実施形態では、以下のよう
に定義する。
　インラインフィニッシャ：紙パスがＭＦＰと物理的に接続されており、かつ、操作指示
や状況確認もＭＦＰと電気的に接続されている後処理装置である。以降では、フィニッシ
ャ装置とのみ述べた場合には、インラインフィニッシャ装置を指すものとする。
【００３０】
　ニアラインフィニッシャ：紙パスはＭＦＰと物理的に接続されていない。よって、ＭＦ
Ｐで得られた印刷物を作業者（オペレータ）がＭＦＰから運搬してセットする必要がある
。ただし、操作指示や状況確認等は、ネットワーク８等の通信手段を介した電気的な情報
の送受信により行うことが可能である。
【００３１】
　オフラインフィニッシャ：紙パスも操作指示や状況確認等の通信手段もＭＦＰと全く接
続されていない。よって、ＭＦＰで得られた印刷物を作業者（オペレータ）がＭＦＰから
運搬してセットする必要がある。更に、作業者は、手作業で操作入力を行い、機器自体が
発する状況報告を目視で確認する必要がある。
【００３２】
　後処理装置は、断裁処理工程、中綴じ製本処理工程、くるみ製本処理工程、紙折処理工
程、穴あけ処理工程等の出力原稿に対する様々なシート加工処理を、ＭＦＰ等の画像処理
装置にて印刷された出力原稿に対して施す後処理工程を実行する機能を持っている。後処
理装置は、これらの後処理工程を実行して、出力原稿を、エンドユーザに提供する製本形
態に加工する。
【００３３】
　ポストプレスサーバ４０が管理するニアラインフィニッシャには、図４に示した紙折り
機４３、断裁機４４、中綴じ製本機４５、くるみ製本機４６の他に、ステープラ、穴あけ
機、封入機、帳合機をはじめとして様々なものがある。ポストプレスサーバ４０は、これ
らのニアラインフィニッシャと予め決められたプロトコルで逐次ポーリング等を行って、
デバイスの状況やジョブの状況を把握し、ジョブの実行状況を管理する。尚、前述した複
数の後処理（フィニッシング処理）をそれぞれ別々の後処理装置により実行可能にする構
成でも、複数種類の後処理を１台の後処理装置が実行可能にする構成でも良い。また、前
述した複数の後処理装置のうち、何れかの後処理装置を本システムに具備する構成でも良
い。
【００３４】
　図５は、ＰＯＤシステムにおけるジョブチケットの概略構成の一例を示す図である。
　ＪＤＦ（Job Definition Format）形式のＪＤＦデータ５０内のPrePress処理指示５２
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には、次の内容が記述されている。すなわち、PrePress処理指示５２には、ＰＤＦデータ
等の印刷コンテンツデータ（描画データ）をどのように画像処理し、どのように配置する
か等を示す複数のPrePress処理の指示群が記述されている。
　Press処理指示５３には、PrePress処理指示５２に従って作成された画像データをどの
ように印刷原稿として出力するか等を示す複数のPress処理の指示群が記述されている。
　PostPress処理指示５４には、Press処理指示５３の指示に従って出力された印刷原稿を
、くるみ製本等、どのように後処理するかを示す複数のPostPress処理の指示群が記述さ
れている。
　Combined Process指示５１は、PrePress処理指示５２と、Press処理指示５３と、PostP
ress処理指示５４とを１つの処理に纏めるためのものである。
【００３５】
　通常、デジタルプリントを司る画像処理装置（ここではカラーＭＦＰ３７等）では、１
回の印刷ジョブの入力に対して、PrePress処理指示からPostPress処理までを実行して得
られる出力結果が唯一つの出力となる。このように、例えば、一度のデータ入力に対して
、PrePress処理、Press処理、及びPostPress処理を実行して出力結果を出力する指示を行
いたい場合に、Combined Process指示５１が使用される。ただし、Combined Process指示
５１が使用されるのはこのような場合に限定されない。すなわち、Combined Process指示
５１は、PrePress処理、Press処理、及びPostPress処理の少なくとも２つ以上の処理を実
行するＭＦＰ等の画像処理装置に対して出力を指示する際に使用される。
　尚、PrePress処理は印刷前処理、Press処理は印刷処理、PostPress処理は印刷後処理（
フィニッシング処理）を指す。
【００３６】
　図６は、ＰＯＤシステムにおけるジョブチケット（ＪＤＦデータ５０）の構造の一例を
示す図である。図６では、ジョブチケットを表現するＪＤＦがＸＭＬフォーマットで記述
されている。また、ＪＤＦデータ５０は、ノードの階層構造によって表現される。図６は
、ＪＤＦによって製本の一例を示す階層図である。
【００３７】
　本全体６１を作成するには、表紙６２を作ったり、本身（中身）６３を作ったり、或い
は、それらを製本したりと様々な工程を経る必要がある。
　ＪＤＦでは、出力物を構成する際に、物理的な出力物を形作る工程をプロダクトノード
と呼ぶ。また、プロダクトノードを形作るための処理工程をプロセスノードと呼ぶ。また
、プロダクトノードを作成するための中間的段階の要素であり、幾つかのプロセスノード
の集合体をプロセスグループノードと呼ぶ。このようにＪＤＦでは各工程を区別している
。
【００３８】
　また、図５に示したPrePress処理指示５２は、カラーページのＲＩＰ処理６ａと、白黒
ページのＲＩＰ処理６ｃに対応する。Press処理指示５３は、表紙出力のプロセス６８、
表紙のラミネート処理６９、カラーページプリント処理６ｂ、及び白黒ページプリント処
理６ｄに対応する。PostPress処理指示５４は、くるみ製本処理６ｅ、断裁処理６ｆに対
応する。
【００３９】
　次に、後処理装置における、くるみ製本時の印刷原稿の搬送パスに関して説明する。図
７は、インラインフィニッシャの構成の一例を示す図である。前述したように本実施形態
では、カラーＭＦＰ３７がインラインフィニッシャを備える。まず、インラインフィニッ
シャの各機能部位に関して説明する。
【００４０】
　プリンタ部であるデバイス本体７０の定着部から排出された印刷原稿は、インラインフ
ィニッシャ７１が接続されている場合には、インラインフィニッシャ７１に搬送される。
インラインフィニッシャ７１は、サンプルトレイ７３及びスタックトレイ７５を備え、印
刷ジョブの種類や排出される印刷原稿の枚数に応じて、排出するトレイを切り替えて、印
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刷物を排出する。
　例えば、出力すべき印刷ジョブに対してステープルモードが設定されている場合、イン
ラインフィニッシャ７１は、ステープラ７ａにて原稿をステープルした後に、スタックト
レイ７５に排出する。その他、前述した２つのトレイ（サンプルトレイ７３、スタックト
レイ７５）に至るまでに、印刷原稿をＺ字状に折るためのＺ折り機７２と、印刷原稿にフ
ァイル用の２つ（又は３つ）の穴開けを行うパンチャ７４とがある。ジョブの種類に応じ
て夫々の処理が行われる。更に、サドルステッチャ７ｅは、印刷原稿の中央部分を２ヶ所
バインドした後に、印刷原稿の中央部分をローラに噛ませることにより印刷原稿を半折り
し、パンフレットのようなブックレットを作成する処理（製本処理）を行う。サドルステ
ッチャ７ｅで製本された印刷原稿は、ブックレットトレイ７ｄに排出される。
【００４１】
　また、インサータ７ｇは、インサートトレイ７ｆにセットされた印刷原稿をプリンタ部
へ通さずにスタックトレイ７５及びサンプルトレイ７３等の排出トレイの何れかに送る。
これによってインラインフィニッシャ７１に送り込まれる印刷原稿（デバイス本体７０で
印刷された印刷原稿）に対して、インサータ７ｇにセットされた印刷原稿をインサート（
中差し等）することができる。
【００４２】
　次に、トリマ（裁断機）７８について説明する。サドルステッチャ７ｅにおいてブック
レット（中綴じの小冊子）にされた印刷原稿は、このトリマ７８に搬送される。その際に
、まず、ブックレットされた印刷物は、ローラで予め決められた長さ分だけ紙送りされ、
カッタ部７ｃにて予め決められた長さだけ切断される。これにより、ブックレット内の複
数ページ間でばらばらになっていた端部がきれいに揃えられる。そして、端部が揃えられ
た印刷物は、ブックレットホールド部７ｂに格納される。
【００４３】
　最後に、くるみ製本時の処理と、印刷原稿の搬送パスに関して説明する。
　まず、ブックレットの本文を構成する印刷原稿がデバイス本体７０から排出され、一次
トレイ７６に１つのブックレット分（製本印刷を構成する１冊分のページ数）だけ保持さ
れる（搬送パス（１））。１つのブックレット分の原稿が溜まった後、印刷原稿を揃えて
糊付け処理部７７に送られ（搬送パス（２））、印刷原稿の背表紙に当たる面に糊が付け
られる。この糊付け処理と同時に、デバイス本体７０からは表紙の原稿が排出され、くる
み処理部７９にセットされる（搬送パス（３））。印刷原稿の糊付けが終了し、表紙の原
稿がセットされた後、糊付けされた印刷原稿をくるみ処理部７９に搬送し（搬送パス（３
））、糊付けされた印刷原稿を表紙の原稿で包む。このようなくるみ処理の終わった印刷
原稿は、カッタ部７ｃに搬送され（搬送パス（４））、端部がカットされ揃えられる。そ
して、ブックレットホールド部７ｂに格納される（搬送パス（５））。尚、画像処理装置
により出力された原稿用紙を、後処理装置で製本処理する（ステープル、穴あけ、中綴じ
製本、くるみ製本等を行う）ことは周知である。
【００４４】
　図８は、図１に示したＰＯＤシステムのうち、本実施形態を説明する上で特に必要な構
成を抜粋して示した図である。以降はこの図８を使って説明する。
　本実施形態では、ＰＯＤシステム内のプリプレス部５に、プリプレスサーバ２０とクラ
イアントＰＣ２３とが含まれる。また、デジタルプリント部６には、カラーＭＦＰ３７が
含まれる。カラーＭＦＰ３７には、プリプレスサーバ２０から送信されたＪＤＦデータに
記載の指示内容に従って、印刷ジョブの入力から、当該印刷ジョブの描画データが描画さ
れた印刷原稿を出力するまでの処理を実行するＭＦＰ本体部が含まれる。尚、カラーＭＦ
Ｐ３７は、ＪＤＦデータと描画データとの両者が含まれた印刷ジョブを受信して印刷処理
を実行する。または、カラーＭＦＰ３７は、ＪＤＦデータに記述された描画データの格納
場所を認識し、当該格納場所から描画データを取得することで印刷処理を実行する。
【００４５】
　ポストプレス部７には、ポストプレスサーバ４０と、ニアラインフィニッシャ８１（例
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えば紙折り機４３、断裁機４４、中綴じ製本機４５）とが含まれる。ポストプレスサーバ
４０は、プリプレスサーバ２０に、ポストプレス部７内の各デバイスのステータスを送信
したり、プリプレスサーバ２０からＪＤＦデータを受信したりする。尚、前述したように
、プリプレスサーバ２０やカラーＭＦＰ３７やポストプレスサーバ４０等の各機器は、Ｌ
ＡＮ等のネットワーク８を介して相互に接続されている。
【００４６】
　本実施形態では、プリプレスサーバ２０が、ＰＯＤシステム全体のワークフローを管理
する。プリプレスサーバ２０は、ＰＯＤシステム全体における、印刷ジョブの処理スケジ
ュールを管理する。すなわち、プリプレスサーバ２０は、クライアントＰＣ２３でＪＤＦ
データが生成されると、そのＪＤＦデータの処理スケジュール情報を管理する。更に、プ
リプレスサーバ２０は、処理スケジュール情報に従って、ＪＤＦデータをデジタルプリン
ト部６とポストプレス部７とに送信することにより、印刷ジョブの開始を、デジタルプリ
ント部６とポストプレス部７に指示する。そして、プリプレスサーバ２０は、デジタルプ
リント部６又はポストプレス部７から、現在の処理ステータス情報を受け取る。また、プ
リプレスサーバ２０は、デジタルプリント部６又はポストプレス部７から印刷ジョブの終
了通知を受け取る。プリプレスサーバ２０は、以上のようにして受け取った各種の情報を
クライアントＰＣ２３に接続されたＣＲＴ等のコンピュータディスプレイを通じて、オペ
レータに通知する。
【００４７】
　図９は、プリプレス部５からの印刷ジョブをポストプレス部７が受け取る処理の一例を
概念的に説明する図である。
　プリプレスサーバ２０は、オペレータの指示に従ってクライアントＰＣ２３で作成され
たＪＤＦデータ５０をジョブキューに保持している。プリプレスサーバ２０は、ニアライ
ンフィニッシャ８１にて後処理を実行するために、ジョブキューにセットされたＪＤＦデ
ータ５０をポストプレスサーバ４０に送信する。ポストプレスサーバ４０に送信するＪＤ
Ｆデータ５０に関しては図１０を用いて後で詳細に説明する。
【００４８】
　カラーＭＦＰ３７からは、印刷原稿９１が出力される。この印刷原稿９１に対して、ニ
アラインフィニッシャ８１にてフィニッシング処理が実行される。印刷原稿９１には、ジ
ョブチケット９２が含まれている。ジョブチケット９２は、印刷原稿９１の最上部等、オ
ペレータが認識しやすい位置に出力される。ジョブチケット９２には、識別情報（バーコ
ード）にてＪＤＦデータ５０を示す情報が記載されている。カラーＭＦＰ３７からは、ジ
ョブチケット９２以外に、印刷コンテンツデータとＪＤＦデータ５０とに基づく印刷原稿
の実体が出力される。ジョブチケット９２に記載された識別情報（図９ではバーコード）
は、ポストプレスサーバ４０に送信されたＪＤＦデータ５０と、ＪＤＦデータ５０で示さ
れているコンテンツに相当する印刷原稿９１とを関連付けるために使用される。オペレー
タは、ニアラインフィニッシャ８１で処理が開始される際に、まずジョブチケット９２に
記載のバーコードをニアラインフィニッシャ８１に認識させる。ニアラインフィニッシャ
８１は、認識した結果に基づいて、後処理すべき印刷原稿９１と、ポストプレスサーバ４
０がプリプレスサーバ２０から受信したＪＤＦデータ５０とを関連付ける。これにより、
オペレータが印刷原稿をニアラインフィニッシャ８１にセットするのみで、ニアラインフ
ィニッシャ８１は、ＪＤＦデータ５０に記述される作業指示に基づいて後処理を実行する
。
【００４９】
　図１０は、プリプレスサーバ２０からカラーＭＦＰ３７に送られるＪＤＦデータ１００
と、プリプレスサーバ２０からポストプレスサーバ４０に送られるＪＤＦデータ１０１の
一例を示す図である。
　図１０（ａ）において、ＪＤＦデータ１００に含まれるPrePress処理指示１０２は、Pr
ePress処理を実行する際に用いられる指示であり、Press処理指示１０３はPress処理を実
行する際に用いられる指示である。そして、これら２つの指示１０２、１０３がCombined
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 Process指示１０４として記述されている。
　一方、図１０（ｂ）において、ＪＤＦデータ１０１に含まれるPostPress処理指示１０
５は、PostPress処理を実行する際に用いられる指示である。ポストプレスサーバ４０を
通してニアラインフィニッシャ８１で、ＪＤＦデータ１０１の指示が実行される。ポスト
プレスサーバ４０は、ＪＤＦデータ１０１に記述されている作業指示を参照することによ
り、PostPress処理指示１０５に基づく処理が、ニアラインフィニッシャ８１で実行され
る処理対象であると判断できる。
【００５０】
　図１１は、本実施形態のポストプレスサーバ４０のハードウェア構成の一例を示す図で
ある。尚、プリプレスサーバ２０、クライアントＰＣ２３も基本的に図１１に示すものと
同じハードウェア構成を有している。ポストプレスサーバ４０は、ＲＯＭ２４０３あるい
は外部メモリ２４１１に記憶された文書処理プログラム等に基づいて図形、イメージ、文
字、表（表計算等を含む）等が混在した文書処理を実行するＣＰＵ２４０１を備える。の
ポストプレスサーバ４０では、システムバス２４０４に接続される各デバイスをＣＰＵ２
４０１が総括的に制御する。また、このＲＯＭ２４０３内のプログラム用ＲＯＭあるいは
外部メモリ２４１１には、ＣＰＵ２４０１の制御プログラムであるオペレーティングシス
テムプログラム等が記憶される。ＲＯＭ２４０３内のフォント用ＲＯＭあるいは外部メモ
リ２４１１には上記文書処理の際に使用するフォントデータ等が記憶され、ＲＯＭ２４０
３内のデータ用ＲＯＭあるいは外部メモリ２４１１には上記文書処理等を行う際に使用す
る各種データが記憶される。ＲＡＭ２４０２は、ＣＰＵ２４０１の主メモリ、ワークエリ
ア等として機能する。
【００５１】
　キーボードコントローラ(ＫＢＣ)２４０５は、キーボード２４０９や不図示のポインテ
ィングデバイスからのキー入力を制御する。ＣＲＴコントローラ(ＣＲＴＣ)２４０６は、
ＣＲＴディスプレイ(ＣＲＴ)２４１０の表示を制御する。ディスクコントローラ（ＤＫＣ
）２４０７は、ファイルを記憶するハードディスク(ＨＤ)、フレキシブルディスク（ＦＤ
）等の外部メモリ２４１１とのアクセスを制御する。記憶されるファイルには、ブートプ
ログラム、各種のアプリケーション、フォントデータ、ユーザファイル、編集ファイル、
プリンタ制御コマンド生成プログラム（以下プリンタドライバ）等がある。プリンタコン
トローラ(ＰＲＴＣ)２４０８は、双方向性インターフェース(インターフェース)２４２１
を介して外部装置に接続されて、外部装置との通信制御処理を実行する。ＮＣ２４１２は
ネットワークに接続されて、ネットワークに接続された他の機器との通信制御処理を実行
する。
【００５２】
　尚、ＣＰＵ２４０１は、例えばＲＡＭ２４０２上に設定された表示情報ＲＡＭへのアウ
トラインフォントの展開(ラスタライズ)処理を実行し、ＣＲＴ２４１０上でのＷＹＳＩＷ
ＹＧを可能としている。また、ＣＰＵ２４０１は、ＣＲＴ２４１０上の不図示のマウスカ
ーソル等で指示されたコマンドに基づいて登録された種々のウィンドウを開き、種々のデ
ータ処理を実行する。ユーザは印刷を実行する際、印刷の設定に関するウィンドウを開き
、外部装置の設定や、印刷モードの選択を含むプリンタドライバに対する印刷処理方法の
設定を行える。
【００５３】
　図１２は、プリプレスサーバ２０がカラーＭＦＰ３７とポストプレスサーバ４０とにＪ
ＤＦデータ１００、１０１及び印刷コンテンツデータを送信する際の処理の一例を説明す
るフローチャートである。尚、図１１の各ステップは、プリプレス部５内に含まれるプリ
プレスサーバ２０及びクライアントＰＣ２３により処理される。
【００５４】
　まず、ステップＳ１で、クライアントＰＣ２３は、オペレータが作成・設定したジョブ
に関する情報を保存し、プリプレスサーバ２０に送信する。具体的にジョブに関する情報
としては、面付け設定、使用する用紙、出力する装置、印刷処理設定、後処理設定等の情
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報が挙げられる。
【００５５】
　次に、ステップＳ２で、プリプレスサーバ２０は、ステップＳ１で受け付けたジョブに
関する情報に、ニアラインフィニッシャ８１を使用するPostPress設定が含まれているか
を判定する。
　この判定の結果、ステップＳ１で設定されたジョブに関する情報に、ニアラインフィニ
ッシャ８１を使用するPostPress設定が含まれていない場合には、ステップＳ３に進む。
ステップＳ３に進むと、プリプレスサーバ２０は、印刷用のＪＤＦデータ１００及び印刷
コンテンツデータをカラーＭＦＰ３７へ送信する。カラーＭＦＰ３７は、処理対象となる
印刷コンテンツデータとＪＤＦデータ１００とを用いて印刷処理を実行する。
【００５６】
　一方、ステップＳ１で送信されたジョブに関する情報に、ニアラインフィニッシャ８１
を使用するPostPress設定が含まれている場合には、ステップＳ４に進む。ステップＳ４
に進むと、プリプレスサーバ２０は、カラーＭＦＰ３７に送信する印刷用のＪＤＦデータ
１００と、ポストプレスサーバ４０に送信する後処理用のＪＤＦデータ１０１とをジョブ
に関する情報に基づいて個別に作成する。
【００５７】
　次に、ステップＳ５で、プリプレスサーバ２０は、ステップＳ１で受信したジョブに関
する情報から、オペレータがクライアントＰＣ２３上で設定した、該ジョブで使用する用
紙のサイズに関する用紙サイズ情報を取得する。
　次に、ステップＳ６で、プリプレスサーバ２０は、図９に示したジョブチケット９２を
印刷するために必要となるジョブチケット印刷データを作成し、印刷コンテンツデータに
付加する。このとき、プリプレスサーバ２０は、ステップＳ５で取得した用紙サイズ情報
を含むジョブチケット印刷データを作成する。
【００５８】
　次に、ステップＳ７で、プリプレスサーバ２０は、ジョブチケット印刷データを含んだ
印刷コンテンツデータと印刷用のＪＤＦデータ１００とをカラーＭＦＰ３７に送信する。
前述したように、印刷ジョブ制御部が解釈したＪＤＦデータ１００及び印刷コンテンツデ
ータをＭＦＰ制御部に送信することにより、カラーＭＦＰ３７での処理が開始される。こ
の印刷コンテンツデータの識別子情報（バーコード）にはジョブのＩＤ番号が入っており
、後処理用のＪＤＦデータのＩＤ番号と相互に関連付けられている。
　次に、ステップＳ８において、プリプレスサーバ２０は、後処理用のＪＤＦデータ１０
１をポストプレスサーバ４０に送信する。
【００５９】
　図１３は、カラーＭＦＰ３７で印刷された印刷物（例えば図９のジョブチケット９２）
がニアラインフィニッシャ８１にセットされた際の処理の一例を説明するフローチャート
である。尚、図１３のフローチャートにおける各ステップは、ポストプレス部７内に含ま
れるポストプレスサーバ４０及びニアラインフィニッシャ８１により処理される。
【００６０】
　まず、ステップＳ１０で、ニアラインフィニッシャ８１は、カラーＭＦＰ３７で印刷さ
れた印刷物がオペレータによって運搬され、後処理を行うためにニアラインフィニッシャ
８１にセットされたことを検知する。
　そして、ニアラインフィニッシャ８１に印刷物がセットされたことを検知すると、ステ
ップＳ１１に進む。ステップＳ１１に進むと、ニアラインフィニッシャ８１は、印刷物の
ジョブチケット９２に付加されている識別子情報（バーコード）をスキャンして読み取る
。このときポストプレスサーバ４０は、識別子情報からジョブのＩＤ番号を取得する。
【００６１】
　次に、ステップＳ１２では、ニアラインフィニッシャ８１は、ステップＳ１１で取得し
た識別子情報に用紙サイズ情報が含まれているか否かを判定する。この判定の結果、ステ
ップＳ１１で用紙サイズ情報が含まれていないと判定された場合、ステップＳ１６に進み
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、ニアラインフィニッシャ８１は、ポストプレスサーバ４０から送信された後処理用のＪ
ＤＦ１０１に基づく処理を実行する。
【００６２】
　一方、ステップＳ１１で取得した識別子情報に用紙サイズ情報が含まれている場合には
、ステップＳ１３に進む。ステップＳ１３に進むと、ニアラインフィニッシャ８１は、ス
テップＳ１０でセットされた印刷物の用紙サイズを計測し、識別子情報に含まれていた用
紙サイズ情報と共にポストプレスサーバ４０に送信する。ポストプレスサーバ４０は、こ
れら２つの用紙サイズ情報から、用紙の伸縮量を算出する。
　以上のように本実施形態では、例えば、ステップＳ１１の処理を行うことにより算出手
段の一例が実現される。
　次に、ステップＳ１４において、ポストプレスサーバ４０は、プリプレスサーバ２０か
ら受信した後処理用のＪＤＦデータ１０１の一覧から、ステップＳ１１で読み取られたＩ
Ｄ番号に該当する後処理用のＪＤＦデータ１０１を選択する。そして、ポストプレスサー
バ４０は、後処理用のＪＤＦデータ１０１から後処理の内容を抽出する。尚、ポストプレ
スサーバ４０は、プリプレスサーバ２０から後処理用のＪＤＦデータ１０１を受信すると
、その後処理用のＪＤＦデータの情報を、自身が保持している後処理用のＪＤＦデータ１
０１の一覧に追加する。そして、ニアラインフィニッシャ８１で後処理が完了すると、ポ
ストプレスサーバ４０は、その後処理用のＪＤＦデータの情報を、自身が保持している後
処理用のＪＤＦデータ１０１の一覧から削除する。
【００６３】
　次に、ステップＳ１５において、ポストプレスサーバ４０は、ステップＳ１３で算出し
た用紙の伸縮量と、ステップＳ１４で抽出した後処理の内容とに基づいて後処理位置の調
整を行う。そして、ポストプレスサーバ４０は、その調整後の後処理位置を、該当する後
処理用のＪＤＦデータ１０１に上書きし、ニアラインフィニッシャ８１に送信する。そし
て、ステップＳ１６で、ニアラインフィニッシャ８１は、後処理位置が調整されたＪＤＦ
データ１０１に基づく処理を実行する。
　以上のように本実施形態では、例えば、ステップＳ１５の処理を行うことにより位置変
更手段の一例が実現される。
【００６４】
　図１４は、印刷物に対して、三方断裁を行う場合の後処理位置の調整処理の一例を説明
する図である。この図１４の調整処理は、図１３のステップＳ１５で実行される。
　図１４（ａ）において、用紙１３０は、カラーＭＦＰ３７で印刷された印刷物を示す。
用紙サイズは縦５００ｍｍ、横３００ｍｍであるとする。また、原点１３１は用紙の原点
であり、座標を（水平方向座標，垂直方向座標）で表すと（０，０）となる。また、画像
領域１３２は印刷が行われた領域を示す。
　また、断裁位置１３３は、断裁処理を行う際の位置を表す。このときの垂直方向の断裁
位置は原点１３１から２９０ｍｍの位置である。また、水平方向の断裁位置は原点から５
０ｍｍと４５０ｍｍの位置である。後処理用のＪＤＦデータ１０１には、この座標パラメ
ータが断裁処理パラメータとして記されている。
【００６５】
　図１４（ｂ）において、用紙１３４は、印刷物が放置されたことにより用紙サイズが変
化した後の印刷物を示す。ここでは、用紙のサイズが縦４９５ｍｍ、横３０３ｍｍに変化
しているとする。このとき、後処理用のＪＤＦデータ１０１に記載されている断裁処理パ
ラメータ（すなわち、後処理を行う位置）を調整しない場合、用紙のサイズが変化してい
る分だけ断裁位置にずれが生じている。
【００６６】
　図１４（ｃ）は、上述したステップＳ１５の処理により断裁処理パラメータが調整され
た後の断裁位置を表す。ここでは、三方断裁を行っており、水平方向、垂直方向の何れに
もパラメータ処理が関係してくるため、各方向に対して独立して調整を行う。位置調整後
の後処理位置は、オペレータによって設定された後処理位置と実際の用紙サイズとを用い
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て、以下の（１）式により算出される。
　（位置調整後の後処理位置）＝（オペレータによって設定された後処理位置）×（（実
際の用紙サイズ）÷（設定された用紙サイズ））　・・・（１）
　図１４に示す例では、（１）式の計算により、調整後の断裁位置１３５は、垂直方向が
２９２．９ｍｍ、水平方向が４９．５ｍｍと４４５．５ｍｍとなる。
【００６７】
　尚、ここでは、後処理が三方断裁である場合を例に挙げて説明した。しかしながら、本
願は後処理が三方断裁である場合に限定されず、他の後処理に関しても適用可能である。
また、（１）式は、用紙の伸縮量を用いて位置調整後の後処理位置を算出する一例であり
、本願における位置調整後の後処理位置の算出方法は、（１）式に限定されるものではな
い。
【００６８】
　図１５は、複数種類の用紙が混在している"後処理を含むジョブ"における後処理位置の
調整処理の一例を説明するフローチャートである。尚、この図１５の調整処理は、例えば
図１３のステップＳ１５で実行される。また、図１５のフローチャートにおける各ステッ
プは、ポストプレス部７内に含まれるポストプレスサーバ４０及びニアラインフィニッシ
ャ８１により処理される。また、ここでは、くるみ製本における断裁処理位置を調整する
処理を例に挙げて説明する。尚、くるみ製本は、本文に表紙を包んで糊付けを行った後、
製本幅を揃えるために断裁を行う処理である。したがって、くるみ製本では、表紙と本文
の用紙の種類やサイズが異なっており、複数の用紙情報を設定する必要がある。
【００６９】
　まず、ステップＳ２０で、ポストプレスサーバ４０は、後処理用のＪＤＦデータ１０１
で指定されている表紙と本文の用紙サイズ情報を取得する。
　次に、ステップＳ２１では、ポストプレスサーバ４０は、ステップＳ２０で取得した用
紙サイズ情報に基づいて、表紙と本文のどちらが長いかを、縦方向及び横方向の夫々につ
いて独立して判定する。この判定の結果、本文の用紙サイズの方が長い場合には、ステッ
プＳ２２に進み、表紙の用紙サイズの方が長い場合、ステップＳ２４に進む。
【００７０】
　ステップＳ２２に進んだ場合には、本文の用紙サイズの方が長いため、用紙サイズの短
い表紙の用紙サイズの伸縮量に合わせて断裁を行う必要がある。よって、ステップＳ２２
で、ニアラインフィニッシャ８１は、実際の表紙の用紙サイズを計測する。
　次に、ステップＳ２３で、ポストプレスサーバ４０は、ＪＤＦデータ１０１で設定され
た表紙の用紙サイズと、実際に計測した表紙の用紙サイズとの差分から表紙の伸縮量を算
出する。そして、ステップＳ２６で、ニアラインフィニッシャ８１は、表紙の伸縮量に基
づいて断裁位置の調整を行う。
【００７１】
　一方、ステップＳ２４に進んだ場合には、表紙の用紙サイズの方が長いため、用紙サイ
ズの短い本文の用紙サイズの伸縮量に合わせて断裁を行う必要がある。よって、ステップ
Ｓ２４で、ニアラインフィニッシャ８１は、実際の本文の用紙サイズを計測する。
　次に、ステップＳ２５で、ポストプレスサーバ４０は、ＪＤＦデータ１０１で設定され
た本文の用紙サイズと、実際に計測した本文の用紙サイズとの差分から本文の伸縮量を算
出する。そして、ステップＳ２６で、ニアラインフィニッシャ８１は、本文の伸縮量に基
づいて断裁位置の調整を行う。
　以上のように本実施形態では、例えば、ステップＳ２３、２５の処理を行うことにより
算出手段の一例が実現され、ステップＳ２６の処理を行うことにより位置変更手段の一例
が実現される。
　尚、例えば、縦方向は表紙の方が長く、横方向は本文の方が長い場合には、例えば、縦
方向については、ステップＳ２４、Ｓ２５の処理を行い、横方向については、ステップＳ
２２、Ｓ２３の処理を行うようにすればよい。
　また、図１３のステップＳ１５で図１５のフローチャートを実行する場合には、図１３
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のステップＳ１３の処理を行わなくても良い。
【００７２】
　図１６は、複数種類の用紙が混在している場合の後処理位置の調整処理の一例を説明す
る図である。図１６は、くるみ製本処理で表紙と本文を糊付けし、断裁処理を行う前の状
態を示している。この図１６の調整処理は、図１５のフローチャートによって実現される
。
　図１６（ａ）において、くるみ製本後の成果物１５０では、表紙１５２の横幅の方が本
文１５３の横幅より長い。ここで、実際に計測した時の表紙１５２の横幅が３１０ｍｍ、
本文１５３の横幅は２９７ｍｍであったとし、原点１３１から水平（横幅）方向２９０ｍ
ｍの位置で断裁処理を行うことが指定されているとする。この場合、表紙１５２の横幅の
方が本文１５３の横幅よりも長いので、本文１５３の用紙の伸縮量を基準として断裁位置
の調整を行う。例えば、指定された本文１５３（伸縮前の本文用紙）の横幅が３００ｍｍ
であったとしたら、既出の計算式を用いると断裁位置は２８７．１ｍｍに変更される。
【００７３】
　一方、図１６（ｂ）において、くるみ製本後の成果物１５１では、本文１５５の横幅の
方が表紙１５４の横幅より長い場合の例である。ここで、実際に計測した時の表紙１５４
の横幅が２９４ｍｍ、本文１５５の横幅が３１０ｍｍであったとし、図１６（ａ）と同様
に、原点１３１から水平（横幅）方向２９０ｍｍの位置で断裁処理が指定されているとす
る。この場合、本文１５５の横幅の方が表紙１５４の横幅よりも長いので、表紙１５４の
用紙の伸縮量を基準として断裁位置の調整を行う。例えば、指定された表紙１５４（伸縮
前の表紙用紙）の横幅が３００ｍｍであったとしたら、既出の計算式を用いると断裁位置
は２８４．２ｍｍに変更される。
【００７４】
　以上のように本実施形態では、印刷処理が実行される前の用紙のサイズと、印刷処理が
実行された後の用紙のサイズとから用紙の伸縮量を算出し、算出した伸縮量に基づいて、
用紙に対して行う後処理の位置を調整（変更）するようにした。したがって、カラーＭＦ
Ｐ３７による画像形成処理や印刷物の放置によって、印刷前の正規の用紙サイズから用紙
サイズが変化しても、その変化に応じて後処理位置を自動的に調整することが可能となる
。これにより、用紙サイズの変化で生じる後処理位置のずれを従来よりも低減することが
可能となる。
　また、指定された後処理の内容から後処理位置の調整方法を決定するようにしたので、
様々な後処理内容に応じた後処理位置の調整が可能となる。例えば、くるみ製本のような
複数の用紙が合わさって成果物が出力されるジョブ等の特殊なジョブにおいても、サイズ
の最も短い（小さい）用紙を基準に後処理位置を調整することが可能になる。
【００７５】
　尚、本実施形態では、指定された後処理の内容に応じて後処理位置の調整方法を決定す
るようにしたが、必ずしもこのようにする必要はない。例えば、後処理の内容に加えて（
又は代わりに）、後処理を実行する内容を示す後処理パラメータの関連する用紙方向に応
じて後処理位置の調整方法を決定してもよい。
【００７６】
　また、本実施形態において、用紙に対してパンチ（穴あけ）を行った後に断裁を行う後
処理を実行する場合には、パンチする位置が用紙の伸縮によらずに一定になるように断裁
位置を調整するようにするのが好ましい。このようにしないと用紙の伸縮によってパンチ
の綴じ代が一定でなくなってしまい、別のファイルとファイリングする際に用紙が不揃い
にまとめられてしまうからである。例えば、横幅が３００ｍｍの用紙に対して、左端から
２０ｍｍの位置にパンチを行った後に、左端から１０ｍｍの位置で垂直（縦）方向に断裁
する設定がなされた場合に、用紙の横幅が２９７ｍｍに伸縮したとする。この場合、用紙
の伸縮量に基づいて後処理の位置を調整すると、前述した（１）式より、パンチを行う位
置は、用紙の左端から１９．８ｍｍの位置になり、断裁位置は、用紙の左端から９．９ｍ
ｍの位置になる。よって、綴じ代が０．１ｍｍ短くなる。そこで、綴じ代が後処理の位置
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を調整する前と同じになるように、断裁位置を、用紙の左端から１０ｍｍの位置に調整す
る。
【００７７】
　また、本実施形態では、ジョブチケット９２内に用紙サイズ情報が含まれており、用紙
が伸縮している場合には、後処理位置の調整を必ず実行する場合を例に挙げて説明した。
しかしながら、このような場合でも、所定の条件を満たしている場合には、後処理位置の
調整を実行しないようにしてもよい。例えば、くるみ製本で表紙の折り位置を設定する場
合には、後処理位置の調整を行わないようにするのが好ましい。本文の厚みに変化がない
からである。また、パンチを行う場合にも、後処理位置の調整を行わないようしてもよい
。ただし、後処理位置の調整を行わないことにより、画像とパンチ位置とが重複する虞が
あるので、後処理位置の調整を行うか否かをユーザに選択させるようにするのが好ましい
。また、パンチを行う場合には、前述したようにして綴じ代が変化しないように断裁位置
を調整してもよい。
【００７８】
（第２の実施形態）
　次に、本発明の第２の実施形態について説明する。前述した第１の実施形態では、用紙
の伸縮量を考慮して、後処理を行う位置の設定の調整を行う場合を例に挙げて説明した。
これにより、画像形成処理や用紙の放置によって用紙のサイズが変化しても、その変化に
応じて後処理を行う位置を自動的に調整することが可能となった。これは、用紙のサイズ
が伸縮しても画像領域の境界やある特定の位置で断裁するという目的に沿うものである。
　しかしながら、後処理位置を画像領域と白紙領域との境界の位置で行いたい場合や、あ
る画像のちょうど真ん中で用紙を折りたい場合には、用紙のサイズの変化に応じて後処理
を行う位置を変更する必要があるが、その結果、仕上がり用紙サイズが変化してしまう。
ユーザの目的によっては、用紙が伸縮しサイズが変化したとしても従来と同じサイズの成
果物を得たい場合がある。
【００７９】
　そこで、本実施形態では、後処理の位置の調整後に仕上がり用紙サイズが所望のサイズ
になるように後処理の位置を再調節することで、用紙の伸縮が生じても初期設定時の用紙
のサイズと同様のサイズを保持した成果物を得るようにする。このように本実施形態は、
前述した第１の実施形態に対して、後処理を行う位置を再調整する処理が追加されたもの
である。したがって、本実施形態の説明において、前述した第１の実施形態と同一の部分
については、図１～図１６に付した符号と同一の符号を付すこと等により、詳細な説明を
省略する。
【００８０】
　図１７は、仕上がり用紙サイズの維持を考慮した後処理位置の調整処理の一例を説明す
るフローチャートである。尚、図１７のフローチャートにおける各ステップは、ポストプ
レス部７内に含まれるポストプレスサーバ４０及びニアラインフィニッシャ８１により処
理される。また、プリプレスサーバ２０は、図１１のステップＳ２からステップＳ８まで
は、第１の実施形態と同様の処理を行うため、その詳細な説明を省略する。ただし、ステ
ップＳ１において、プリプレスサーバ２０は、次の処理を行う必要がある。すなわち、ユ
ーザが、クライアントＰＣ２３のユーザインタフェース上で、仕上がり用紙サイズの維持
を考慮した後処理位置の調整を行うモードを選択したという情報を、クライアントＰＣ２
３又はプリプレスサーバ２０から受信する処理が必要となる。また、プリプレスサーバ２
０は、クライアントＰＣ２３で、どのモードが選択されたかを示す情報をポストプレスサ
ーバ４０に送信する必要があるが、その手段は問わない。図１１のステップＳ１に対応す
る部分の処理については図１９を参照しながら後述する。
【００８１】
　まず、ステップＳ３０で、ポストプレスサーバ４０は、図１３のフローチャート（ステ
ップＳ１０～Ｓ１５（具体的には例えば図１４～図１６））で説明した手法と同様の処理
を行い、後処理位置の調整を行う。ただし、ここでは、後処理を行う位置の調整内容を、
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該当する後処理用のＪＤＦデータ１０１に上書きして、ニアラインフィニッシャ８１に後
処理命令を送信する処理は行われない。
　次に、ステップＳ３１で、ポストプレスサーバ４０は、後処理位置の調整モードが、仕
上がり用紙サイズの維持を考慮した後処理の調整を行うモード（用紙サイズ維持モード）
になっているか否かを判定する。前述したようにこの設定は、クライアントＰＣ２３を通
して行われる。この判定の結果、後処理位置の調整モードが用紙サイズ維持モードになっ
ている場合にはステップＳ３２に進む。
　一方、後処理位置の調整モードが用紙サイズ維持モードになっていない場合には、ステ
ップＳ３２～Ｓ３３を省略してステップＳ３４に進む。ステップＳ３４に進むと、ポスト
プレスサーバ４０は、ステップＳ３０で調整を行った内容を、該当する後処理用のＪＤＦ
データ１０１に上書きし、ニアラインフィニッシャ８１に後処理命令を送信する。そして
、ニアラインフィニッシャ８１は、後処理位置が調整されたジョブの後処理命令を実行す
る。
【００８２】
　ステップＳ３２に進んだ場合、ポストプレスサーバ４０は、後処理位置を調整する前後
の成果物のサイズ（用紙サイズ）の差分を算出する。これによりクライアントＰＣ２３上
でユーザが設定した"所望の仕上がり用紙サイズ"と、後処理位置を調整した後の仕上がり
用紙サイズに、どの程度の差があるかを求めることができる。
　次に、ステップＳ３３において、ポストプレスサーバ４０は、ステップＳ３２で算出し
た差分を用いて後処理位置の再調整を行う。そして、ステップＳ３４において、ポストプ
レスサーバ４０は、ステップＳ３３で再調整を行った内容を、該当する後処理用のＪＤＦ
データ１０１に上書きし、ニアラインフィニッシャ８１に後処理命令を送信する。そして
、ニアラインフィニッシャ８１は、後処理位置が調整されたジョブの後処理命令を実行す
る。
【００８３】
　図１８は、後処理位置の再調整処理（図１７のステップＳ３３）の一例を説明する図で
ある。尚、この図１８の再調整処理は、図１７のフローチャートに従って実行される。ま
た、図１８では、図１４の説明の際に記述したのと同様の用紙・断裁位置・伸縮量である
場合を例に挙げて説明する。
【００８４】
　図１８（ａ）では、図１７のステップＳ３０において用紙の伸縮を考慮した断裁位置の
調整処理を行った後の断裁位置を用紙１７０に重ねて表しており、図１４（ｃ）に示した
状態と等しい。ただし、図１８に示す画像領域１７３は、図１４に示したものと異なる。
このとき用紙１７０、１３０を比較すると、用紙の伸縮によって仕上がりサイズは、縦４
００ｍｍ、横２９０ｍｍから、縦３９６ｍｍ、横２９２．９ｍｍに変化している。
【００８５】
　図１８（ｂ）では、仕上がり用紙サイズの維持を考慮して断裁位置の再調整処理を行っ
た後の断裁位置を用紙１７１に重ねて表している。
　まず、ステップＳ３２において、後処理位置の調整前後における用紙サイズの差分を算
出する。図１８に示す例では、縦は４ｍｍの縮み、横は２．９ｍｍの伸びがあることが計
算される。
　次に、ステップＳ３３において、垂直方向は断裁位置が２つ存在するので、垂直方向の
各断裁位置を２ｍｍずつ外側に移動させる処理が行われる。一方、水平方向の断裁位置は
１つであるため、水平方向の断裁位置を２．９ｍｍマイナス方向（原点１３１の方向）に
移動させる処理が行われる。これにより、用紙の伸縮の影響を受けることにより成果物の
仕上がり用紙サイズが変化することを防ぐことが可能となる。
【００８６】
　図１９は、仕上がり用紙サイズの維持を考慮した後処理の調整を行うモード（用紙サイ
ズ維持モード）を選択する際のユーザインタフェース画面の一例を示した図である。
　図１９において、ユーザインタフェース画面１８０は、後処理位置の調整におけるプロ
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パティ画面を表しており、オペレータが、ニアラインフィニッシャ８１による後処理を含
んだジョブを設定する際に、クライアントＰＣ２３のディスプレイに表示される。また、
ユーザインタフェース画面１８０は、項目１８１、項目１８２の２つの項目を含んでおり
、オペレータはいずれか１つの項目を選択することが可能である。
【００８７】
　項目１８１は、用紙の伸縮に合わせて後処理位置を調整する際、仕上がりサイズを考慮
せず、用紙の伸縮に合わせて後処理位置の調整を行う場合に選択される。第１の実施形態
において説明した手法を用いて後処理を行いたい場合、オペレータは、項目１８１を選択
する。
　項目１８２は、項目１８１とは異なり、用紙の伸縮によって仕上がりサイズも伸縮する
状況を回避し、仕上がり用紙サイズが伸縮前と等しくなるように後処理位置の調整を行う
場合に選択される。本実施形態で説明した用紙サイズ維持モードで後処理を行いたい場合
、ユーザは項目１８１を選択する。
【００８８】
　以上のように本実施形態では、オペレータによって用紙サイズ維持モードが選択されて
いる場合には、用紙の伸縮量を考慮して後処理を行う位置を調整した後、当該位置の調整
前後の用紙サイズの差分を導出する。そして、導出した用紙サイズの差分に基づいて、後
処理後の用紙サイズが伸縮前の用紙サイズになるように後処理を行う位置を再調整する。
したがって、カラーＭＦＰ３７による画像処理や用紙の放置によって用紙サイズが変化し
ても、仕上がりサイズを初期設定時と変化させずに後処理位置を自動的に調整することが
可能となる。よって、伸縮前の用紙サイズと同じサイズの用紙が得られるように後処理を
行うことを希望するユーザのニーズに応えることが可能になる。
　また、本実施形態では、仕上がりサイズを考慮せず、用紙の伸縮に合わせて後処理位置
の調整を行うか、仕上がり用紙サイズが伸縮前と等しくなるように後処理位置の調整を行
うかをオペレータに選択させるようにした。したがって、ユーザのニーズにより一層柔軟
に対応することが可能になる。
【００８９】
（その他の変形例）
　前述した各実施形態では、ＪＤＦデータ５０内にはPrePress処理指示５２とPress処理
指示５３とPostPress処理指示５４の３種類の処理が記録される場合を例に挙げて示した
。しかしながら、ＪＤＦデータ５０内にその他の種類の作業工程が記録されても構わない
。また、PrePress処理指示５２には、その内部処理として、カラーコンバージョン処理や
面付け処理等、複数の作業工程が記録されていても構わない。このことは、その他のPres
s処理指示５３とPostPress処理指示５４についても同じである。
　また、用紙サイズ情報をジョブチケット９２の識別情報部に付加する処理は、図１２の
ステップＳ６で説明した形式に限らず、これとは別の形式で用紙サイズ情報をポストプレ
スサーバ４０に送信しても構わない。
【００９０】
　また、ジョブの再印刷が実行された場合に、後処理位置の調整を省略するようにする手
法を採ることもできる。
　例えば、ポストプレスサーバ４０が、後処理位置を調整する前のＪＤＦデータと、後処
理位置を調整した後（第２の実施形態のように後処理位置を再調整した後も含む）のＪＤ
Ｆデータとを、印刷を行ったデバイスと関連付けてジョブデータとして記憶する。そして
、ポストプレスサーバ４０は、プリプレスサーバ２０から送信されたＪＤＦデータ１０１
と前記ジョブデータとに基づき、ジョブの再印刷が前回と同じデバイスで行われたか否か
を判定する。この判定の結果、ジョブの再印刷が前回と同じデバイスで行われた場合、ポ
ストプレスサーバ４０は、後処理位置を調整した後のＪＤＦデータを読み出してニアライ
ンフィニッシャ８１に送信する。一方、ジョブの再印刷が前回と同じデバイスで行われて
いない場合、ポストプレスサーバ４０は、次の処理を行うことができる。すなわち、ポス
トプレスサーバ４０は、後処理位置を再度調整したＪＤＦデータをニアラインフィニッシ
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ャ８１に送信したり、後処理位置が調整されていないＪＤＦデータをニアラインフィニッ
シャ８１に送信したりすることができる。
【００９１】
　また、次のようにして後処理位置の調整を省略する手法を採ることもできる。
　ポストプレスサーバ４０は、印刷されたジョブについての印刷条件情報と、後処理位置
を調整した後（第２の実施形態のように後処理位置を再調整した後も含む）のＪＤＦデー
タとを関連付けて記憶する。ここで、印刷条件情報は、用紙の伸縮に依存する情報であり
、例えば、用紙銘柄、用紙サイズ、デバイスの情報が含まれる。そして、ポストプレスサ
ーバ４０は、プリプレスサーバ２０から送信されたＪＤＦデータ１０１が、印刷条件情報
に基づく条件と同じ条件のものである場合、当該印刷条件情報に関連付けられているＪＤ
Ｆデータをニアラインフィニッシャ８１に送信する。
【００９２】
（本発明の他の実施形態）
　前述した本発明の実施形態におけるジョブ制御装置を構成する各手段、並びにジョブ制
御方法の各ステップは、コンピュータのＲＡＭやＲＯＭなどに記憶されたプログラムが動
作することによって実現できる。このプログラム及び前記プログラムを記録したコンピュ
ータ読み取り可能な記録媒体は本発明に含まれる。
【００９３】
　また、本発明は、例えば、システム、装置、方法、プログラム若しくは記憶媒体等とし
ての実施形態も可能であり、具体的には、複数の機器から構成されるシステムに適用して
もよいし、また、一つの機器からなる装置に適用してもよい。
【００９４】
　尚、本発明は、前述した実施形態の機能を実現するソフトウェアのプログラム（実施形
態では図１２、図１３、図１５、図１７に示すフローチャートに対応したプログラム）を
、システムあるいは装置に直接、あるいは遠隔から供給するものを含む。そして、そのシ
ステムあるいは装置のコンピュータが前記供給されたプログラムコードを読み出して実行
することによっても達成される場合も本発明に含まれる。
【００９５】
　したがって、本発明の機能処理をコンピュータで実現するために、前記コンピュータに
インストールされるプログラムコード自体も本発明を実現するものである。つまり、本発
明は、本発明の機能処理を実現するためのコンピュータプログラム自体も含まれる。
【００９６】
　その場合、プログラムの機能を有していれば、オブジェクトコード、インタプリタによ
り実行されるプログラム、ＯＳに供給するスクリプトデータ等の形態であってもよい。
【００９７】
　プログラムを供給するための記録媒体としては、例えば、フロッピー（登録商標）ディ
スク、ハードディスク、光ディスク、光磁気ディスク、ＭＯ、ＣＤ－ＲＯＭ、ＣＤ－Ｒ、
ＣＤ－ＲＷなどがある。また、磁気テープ、不揮発性のメモリカード、ＲＯＭ、ＤＶＤ（
ＤＶＤ－ＲＯＭ，ＤＶＤ－Ｒ）などもある。
【００９８】
　その他、プログラムの供給方法としては、クライアントコンピュータのブラウザを用い
てインターネットのホームページに接続する。そして、前記ホームページから本発明のコ
ンピュータプログラムそのもの、若しくは圧縮され自動インストール機能を含むファイル
をハードディスク等の記録媒体にダウンロードすることによっても供給できる。
【００９９】
　また、本発明のプログラムを構成するプログラムコードを複数のファイルに分割し、そ
れぞれのファイルを異なるホームページからダウンロードすることによっても実現可能で
ある。つまり、本発明の機能処理をコンピュータで実現するためのプログラムファイルを
複数のユーザに対してダウンロードさせるＷＷＷサーバも、本発明に含まれるものである
。
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【０１００】
　また、本発明のプログラムを暗号化してＣＤ－ＲＯＭ等の記憶媒体に格納してユーザに
配布し、所定の条件をクリアしたユーザに対し、インターネットを介してホームページか
ら暗号化を解く鍵情報をダウンロードさせる。そして、ダウンロードした鍵情報を使用す
ることにより暗号化されたプログラムを実行してコンピュータにインストールさせて実現
することも可能である。
【０１０１】
　また、コンピュータが、読み出したプログラムを実行することによって、前述した実施
形態の機能が実現される。その他、その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などが、実際の処理の一部又は全部を行い、その処理によっても前述した
実施形態の機能が実現され得る。
【０１０２】
　さらに、記録媒体から読み出されたプログラムが、コンピュータに挿入された機能拡張
ボードやコンピュータに接続された機能拡張ユニットに備わるメモリに書き込まれる。そ
の後、そのプログラムの指示に基づき、その機能拡張ボードや機能拡張ユニットに備わる
ＣＰＵなどが実際の処理の一部又は全部を行い、その処理によっても前述した実施形態の
機能が実現される。
【０１０３】
　尚、前述した各実施形態は、何れも本発明を実施するにあたっての具体化の例を示した
ものに過ぎず、これらによって本発明の技術的範囲が限定的に解釈されてはならないもの
である。すなわち、本発明はその技術思想、又はその主要な特徴から逸脱することなく、
様々な形で実施することができる。
【図面の簡単な説明】
【０１０４】
【図１】本発明の第１の実施形態を示し、ＰＯＤシステム（印刷システム）全体の基本構
成の一例を示す図である。
【図２】本発明の第１の実施形態を示し、ＰＯＤシステムにおけるプリプレス部の構成の
一例を示す図である。
【図３】本発明の第１の実施形態を示し、ＰＯＤシステムにおけるデジタルプリント部の
構成の一例を示す図である。
【図４】本発明の第１の実施形態を示し、ＰＯＤシステムにおけるポストプレス部の構成
の一例を示す図である。
【図５】本発明の第１の実施形態を示し、ＰＯＤシステムにおけるジョブチケットの概略
構成の一例を示す図である。
【図６】本発明の第１の実施形態を示し、ＰＯＤシステムにおけるジョブチケット（ＪＤ
Ｆデータ）の構造の一例を示す図である。
【図７】本発明の第１の実施形態を示し、インラインフィニッシャの構成の一例を示す図
である。
【図８】本発明の第１の実施形態を示し、図１に示したＰＯＤシステムのうち、本実施形
態を説明する上で特に必要な構成を抜粋して示した図である。
【図９】本発明の第１の実施形態を示し、プリプレス部からの印刷ジョブをポストプレス
部が受け取る処理の一例を概念的に説明する図である。
【図１０】本発明の第１の実施形態を示し、プリプレスサーバからカラーＭＦＰに送られ
るＪＤＦデータと、プリプレスサーバからポストプレスサーバに送られるＪＤＦデータの
一例を示す図である。
【図１１】本発明の第１の実施形態を示し、ポストプレスサーバのハードウェア構成の一
例を示す図である。
【図１２】本発明の第１の実施形態を示し、プリプレスサーバがカラーＭＦＰとポストプ
レスサーバとにＪＤＦデータ及び印刷コンテンツデータを送信する際の処理の一例を説明
するフローチャートである。
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【図１３】本発明の第１の実施形態を示し、カラーＭＦＰで印刷された印刷物がニアライ
ンフィニッシャにセットされた際の処理の一例を説明するフローチャートである。
【図１４】本発明の第１の実施形態を示し、印刷物に対して、三方断裁を行う場合の後処
理位置の調整処理の一例を説明する図である。
【図１５】本発明の第１の実施形態を示し、複数の用紙が混在している"後処理を含むジ
ョブ"における後処理位置の調整処理の一例を説明するフローチャートである。
【図１６】本発明の第１の実施形態を示し、複数種類の用紙が混在している場合の後処理
位置の調整処理の一例を説明する図である。
【図１７】本発明の第２の実施形態を示し、仕上がり用紙サイズの維持を考慮した後処理
位置の調整処理の一例を説明するフローチャートである。
【図１８】本発明の第２の実施形態を示し、後処理位置の再調整処理の一例を説明する図
である。
【図１９】本発明の第２の実施形態を示し、仕上がり用紙サイズの維持を考慮した後処理
の調整を行うモード（用紙サイズ維持モード）を選択する際のユーザインタフェース画面
の一例を示した図である。
【符号の説明】
【０１０５】
２０　プリプレスサーバ
２３　クライアントＰＣ
３７　カラーＭＦＰ
４０　ポストプレスサーバ
８１　ニアラインフィニッシャ
９１　印刷原稿
９２　ジョブチケット

【図１】 【図２】
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【図１３】 【図１４】



(24) JP 5178386 B2 2013.4.10

【図１５】 【図１６】
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