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(57)【要約】
【課題】全体の印刷の仕上がりと特殊ページの設定内容
とを視覚的に容易に確認できるようにして、特殊ページ
設定の確認を容易に行えるようにする。
【解決手段】印刷物全体の印刷設定及び前記印刷設定と
は異なる特殊ページに係る印刷設定を行う情報処理装置
であって、特殊ページの印刷設定を含む印刷設定を受け
付ける印刷設定受付部（ＧＵＩ部７０４）と、特殊ペー
ジの印刷設定を含む印刷設定リストを生成する印刷設定
リスト生成部７０３と、特殊ページを含めた印刷設定に
基づく印刷仕上がりを表すプレビュー画像を生成するプ
レビュー画像生成部７０２と、印刷設定リストと当該印
刷設定に基づく前記プレビュー画像を表示手段に表示す
る印刷設定表示部とを有する。
【選択図】図７
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　印刷物全体の印刷設定及び前記印刷設定とは異なる特殊ページに係る印刷設定を行う情
報処理装置であって、
　前記特殊ページの印刷設定を含む印刷設定を受け付ける印刷設定受付部と、
　前記特殊ページの印刷設定を含む印刷設定リストを生成する印刷設定リスト生成部と、
　前記特殊ページを含めた印刷設定に基づく印刷仕上がりを表すプレビュー画像を生成す
るプレビュー画像生成部と、
　前記印刷設定リストと当該印刷設定に基づく前記プレビュー画像を表示手段に表示する
印刷設定表示部と、
　を有する情報処理装置。
【請求項２】
　請求項１に記載された情報処理装置において、
　前記印刷設定表示部は、前記プレビュー画像を前記印刷設定リストにおける印刷設定と
対応付けて表示する情報処理装置。
【請求項３】
　請求項１に記載された情報処理装置において、
　前記印刷設定表示部は、特殊ページ以外のページが特殊ページにより複数のページ又は
ページ範囲に分けられる場合に、複数のページ又はページ範囲に分けて表示する情報処理
装置。
【請求項４】
　請求項１に記載された情報処理装置において、
　前記印刷設定表示部は、特殊ページを含めた印刷設定リストを、印刷物のページ昇順に
又はページ降順に表示する情報処理装置。
【請求項５】
　請求項１に記載された情報処理装置において、
　前記印刷設定表示部は、特殊ページの印刷設定リストを、印刷物のページ昇順に又はペ
ージ降順に表示すると共に、特殊ページ以外のページの印刷設定は印刷物のページを一括
して表示する情報処理装置。
【請求項６】
　請求項１に記載された情報処理装置において、
　前記印刷設定に基づく印刷仕上がりを表すプレビュー画像は、用紙のサイズを表すプレ
ビュー画像である情報処理装置。
【請求項７】
　請求項１に記載された情報処理装置において、
　前記印刷設定に基づく印刷仕上がりを表すプレビュー画像は、印刷形態を表すプレビュ
ー画像である情報処理装置。
【請求項８】
　請求項１に記載された情報処理装置において、
　前記印刷設定に基づく印刷仕上がりを表すプレビュー画像は、印刷の後処理を表すプレ
ビュー画像である情報処理装置。
【請求項９】
　印刷物全体の印刷設定及び前記印刷設定とは異なる特殊ページに係る印刷設定を行う情
報処理装置における印刷設定表示方法であって、
　前記特殊ページの印刷設定を含む印刷設定を受け付ける印刷設定受付工程と、
　前記特殊ページの印刷設定を含む印刷設定リストを生成する印刷設定リスト生成工程と
、
　前記特殊ページを含めた印刷設定に基づく印刷仕上がりを表すプレビュー画像を生成す
るプレビュー画像生成工程と、
　前記印刷設定リストと当該印刷設定に基づく前記プレビュー画像を表示手段に表示する
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印刷設定表示工程と、
　を有する情報処理装置における印刷設定表示方法。
【請求項１０】
　印刷物全体の印刷設定及び前記印刷設定とは異なる特殊ページに係る印刷設定を行う情
報処理装置のコンピュータを
　前記特殊ページの印刷設定を含む印刷設定を受け付ける印刷設定受付部と、
　前記特殊ページの印刷設定を含む印刷設定リストを生成する印刷設定リスト生成部と、
　前記特殊ページを含めた印刷設定に基づく印刷仕上がりを表すプレビュー画像を生成す
るプレビュー画像生成部と、
　前記印刷設定リストと当該印刷設定に基づく前記プレビュー画像を表示手段に表示する
印刷設定表示部
　として機能させるプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、情報処理装置及び情報処理装置における印刷設定表示方法及びプログラムに
関する。
【背景技術】
【０００２】
　デジタルプリンタを利用して電子データのプリントサービスを行うＰＯＤ（Print On D
emand）市場では、印刷物への多様なニーズがある。その中には、例えば、一部のページ
のみ異なる種類の用紙を使った印刷物や、インデックス紙を途中に挿入した印刷物が含ま
れる。
　この印刷物を得るため、印刷設定を行うクライアントＰＣ（Personal Computer）のプ
リンタドライバは、印刷物の印刷設定とは別に、一部のページのみ異なる印刷設定（ここ
では、その印刷設定を特殊ページ設定といい、そのページを特殊ページという）を行う機
能を備えているものが多い。
　このプリンタドライバは、複数の特殊ページ設定がされた場合に、特殊ページ設定をユ
ーザインタフェース（User Interface：ＵＩ）上に表示する。その表示方法としては、特
殊ページ設定が一覧で分かるように、リスト形式でテキスト表示するのが一般的である。
【０００３】
　ただ、この表示方法では、特殊ページの各詳細設定は表示されるものの、印刷物の全体
的な仕上がりイメージを視覚的に一目で確認することは難しく、特殊ページ設定の確認が
必ずしも容易に行えない。
　即ち、ユーザが設定した特殊ページ設定を確認する場合、まず全体的な仕上がりイメー
ジを確認し、次に特殊ページ毎の詳細設定（印刷物全体の印刷設定とは異なる印刷設定を
いう）を確認する、という手順であれば、確認が容易に行える。しかし、従来の特殊ペー
ジ設定の表示方法では、そのような手順は採れない。
【０００４】
　特許文献１には、基本印刷設定とは異なる例外ページ設定（ただし、本願でいう特殊ペ
ージに該当する。特許文献２も同じ）を一覧で確認できるようにする目的で、操作画面に
おいて例外ページ設定の一覧をリストで表示する情報処理装置が開示されている。
　しかし、特許文献１の例外ページ設定の一覧は、リスト形式のテキストのみで表示され
ている。そのため、印刷物の全体的な仕上がりイメージを一目で確認することは難しく、
例外ページ設定の確認を容易に行えないという問題は解消できていない。
【０００５】
　また、特許文献２には、印刷設定の例外を設定する例外ページの編集画面を設け、例外
ページの印刷設定の仕上がりのプレビュー画像が、プレビュー領域にシート単位に表示す
ることが開示されている。また、例外ページが設定されたことを示す情報をシートのプレ
ビュー画像に付与して表示させることも開示されている。
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　特許文献２に記載された編集画面のプレビュー画像は、情報が付与されることにより、
例外ページと全体の印刷設定を区別することができ、そのため、プレビュー画像により例
外ページであることは確認できる。しかし、全体の印刷の仕上がりと例外ページの設定内
容とを視覚的に容易に確認できるものとはなっていない。そのため、例外ページ設定の確
認が容易に行えないとの問題は解決されていない。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明は、前記従来の問題に鑑みてなされたものであって、その目的は、全体の印刷の
仕上がりと特殊ページの設定内容とを視覚的に容易に確認できるようにして、特殊ページ
設定の確認を容易に行えるようにすることである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明は、印刷物全体の印刷設定及び前記印刷設定とは異なる特殊ページに係る印刷設
定を行う情報処理装置であって、前記特殊ページの印刷設定を含む印刷設定を受け付ける
印刷設定受付部と、前記特殊ページの印刷設定を含む印刷設定リストを生成する印刷設定
リスト生成部と、前記特殊ページを含めた印刷設定に基づく印刷仕上がりを表すプレビュ
ー画像を生成するプレビュー画像生成部と、前記印刷設定リストと当該印刷設定に基づく
前記プレビュー画像を表示手段に表示する印刷設定表示部と、を有する情報処理装置であ
る。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明によれば、全体の印刷の仕上がりと特殊ページの設定内容とを視覚的に容易に確
認することができ、特殊ページ設定の確認を容易に行うことができる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】本実施形態の情報処理装置とそれに接続される印刷装置等で構成する印刷システ
ムの構成図である。
【図２】図１に示す印刷システムにおいて、挿入ページと例外ページを出力した印刷物の
一例である。
【図３】図２に示す印刷物を得るための特殊ページの印刷設定の内容を示す図である。
【図４】印刷設定リスト（ジョブ設定を除く）及び当該印刷設定リストに対応するプレビ
ュー画像の表示画面である。
【図５】印刷設定リスト（ジョブ設定を含む）及び当該印刷設定リストに対応するプレビ
ュー画像の表示画面である。
【図６】別の印刷設定リスト（ジョブ設定を含む）及び当該印刷設定リストに対応するプ
レビュー画像の表示画面である。
【図７】クライアントＰＣの機能ブロック図である。
【図８】ＤＦＥコントローラの機能ブロック図である。
【図９】特殊ページ設定及び印刷を行うために、ユーザが行う操作手順を示すフロー図で
ある。
【図１０】クライアントＰＣ及びＤＦＥコントローラの処理の手順を示すフロー図である
。
【図１１】ジョブチケットの一例（抜粋）である。
【図１２】ＲＩＰ処理の手順を示すフロー図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　本発明をその実施形態について図面を用いて説明する。
　図１は、本発明の実施形態である情報処理装置とそれに接続される印刷装置等で構成す
る印刷システムの構成図である。
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　図１の印刷システムは、ネットワーク１０１を介して接続されたクライアントＰＣ（情
報処理装置）１０２と、ＤＦＥ（Digital Front End）コントローラ１０３、ＤＦＥコン
トローラ１０３に接続されたプリンタ１０４から構成されている。
　ユーザはクライアントＰＣ１０２を使用して、ＤＦＥコントローラ１０３及びプリンタ
１０４に対して印刷指示を行う。なお、ＤＦＥコントローラ１０３については、図８を参
照して後述する。
【００１１】
　ユーザがクライアントＰＣ１０２で印刷指示を行うと、ジョブデータ（印刷物の対象全
体をジョブといい、その印刷データをジョブデータという）と印刷設定が、クライアント
ＰＣ１０２から、ネットワーク１０１を介してＤＦＥコントローラ１０３に送られる。Ｄ
ＦＥコントローラ１０３は、ジョブデータと印刷設定に基づいて、ジョブデータをプリン
タ１０４の印刷可能なデータに変換し、接続されたプリンタ１０４に送信する。前記デー
タを受信したプリンタ１０４は印刷（出力）を行う。
【００１２】
　図２は、図１に示す印刷システムにおいて、挿入ページと例外ページを出力した印刷物
の一例である。
　図２に例示する印刷物は、全体として２０ページであるとする。そのうち１ページから
５ページまでは、印刷物全体に共通した印刷設定で、その内容はＡ４の用紙のサイズの片
面印刷で、ステプラー針止なしである。以下、６ページの前には、Ａ５サイズの用紙が挿
入されており、６ページと７ページは、モノクロの両面印刷である。８ページから１０ペ
ージまでは、ステープル（ステプラーによる針止）が左に２箇所である。１１ページから
２０ページまでは、１ページから５ページまでと同様に、印刷物全体に共通した印刷設定
で、それぞれ印刷されている。
【００１３】
　図３は、図２に示す印刷物を得るための特殊ページの印刷設定の内容を示す図である。
　特殊ページの印刷設定の内容は、図３に示すように、その１行目は、６ページの前に、
Ａ５サイズの用紙を挿入する「挿入ページ」があることを示している。２行目は、６ペー
ジと７ページの印刷設定は「例外ページ」で、モノクロの両面印刷であることを示してい
る。
　また、８ページから１０ページまでは、「例外ページ」でありステプラーによる針止加
工を、印刷用紙の左側に2箇所とする設定であることを示している。
　それ以外のページは全て、Ａ４の用紙のサイズで、印刷は片面のカラー印刷であり、ス
テプラーの針止加工はなしの設定である（つまり、図３のリストには表示していない）。
　なお、両面印刷、片面印刷、モノクロ印刷やカラー印刷などの印刷方式、２ページを１
ページに集約するなどのページレイアウト、印刷の向きなどを含めてここでは印刷形態と
いう。
【００１４】
　なお、図３に示す「例外ページ」は、一部のページの印刷設定を全体のジョブの印刷設
定（以下、単にジョブ設定という）から変更するページである。「挿入ページ」はジョブ
内の任意の位置に用紙を挿入するページである。
【００１５】
　図４は、印刷設定リスト（ジョブ設定を除く）及び当該印刷設定リストに対応するプレ
ビュー画像の表示画面である。
　ここでは、特殊ページ設定による印刷仕上がりを、アイコンとして表す特殊ページのプ
レビュー画像（以下、特殊ページ設定プレビュー画像という）を、特殊ページ設定リスト
と共に表示している。
【００１６】
　特殊ページ設定リストの各行は、設定した特殊ページを行単位に表したものである。図
４の場合、３つの特殊ページを設定している。
　リストの各列は、それぞれ、特殊ページ設定プレビュー画像、特殊ページの番号、特殊
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ページの種類、特殊ページの詳細設定を表示する欄である。
　ページ番号の欄は、例外ページの場合にはそのページ番号（又はページ範囲）を表示し
、挿入ページの場合には挿入するページの位置を表示する。
　即ち、例外ページの「８－１０」の表示は、８ページから１０ページが例外ページであ
ることを示す。また、挿入ページの位置は、例えば「６ページの前」を「＿６」と表示す
る例を示している。なお、挿入ページの位置表示は他の方法を用いてもよい。
　特殊ページの種類の欄は、挿入ページ、例外ページ、おもて表紙、うら表紙などを表示
する。また、印刷物全体の印刷設定を表示するときは、ジョブ設定と表示する。
　詳細設定の欄は、その特殊ページにおいて設定した詳細設定を表示する。表示の方法と
して、ここでは、例えば「設定項目＝値」というフォーマットで、ジョブと異なる設定の
みを羅列して表示する方法を採っている。表示方法は、詳細設定としてジョブ設定と特殊
ページ設定をまとめて表示する方法であってもよい。
【００１７】
　プレビュー画像を表示する欄には、各特殊ページ設定プレビュー画像を表示する。この
プレビュー画像により、特殊ページの設定内容が視覚的に確認できる。
　例えば、図４に示す６ページ、７ページの特殊ページ設定プレビュー画像は、プレビュ
ー画像の右側が捲れていることで「両面＝ＯＮ（両面印刷）」を表す。また、プレビュー
画像の色が白黒であることで「カラー設定＝モノクロ」を表わす。
　さらに、図４に示す８ページから１０ページの例外ページは、「ステープル＝左２つ」
の詳細設定となっている。特殊ページ設定プレビュー画像では、プレビュー画像の左側に
２箇所のステプラー針止箇所を表示したものになっている。
　また、「ステープル＝上２つ」であれば、プレビュー画像の上側に２箇所の針止箇所を
表示する。なお、ステプラー針止、ソート、パンチ、折りなどの仕上げ作業を総称してこ
こでは後処理と云う。
　このように、図４では、プレビュー画像を特殊ページの設定に対応させて一列に表示さ
れているので、特殊ページ設定の仕上がりイメージを容易に確認することができる。
【００１８】
　図５は、印刷設定リスト（ジョブ設定を含む）及び当該印刷設定リストに対応するプレ
ビュー画像の表示画面である。
　図５は、図４の特殊ページ設定に加えて、ジョブ設定のリストとその仕上がりを表すプ
レビュー画像（以下、ジョブ設定プレビュー画像という）を表示したものである。
　なお、図５の印刷設定リストでは、印刷物に挿入ページや例外ページがあるため、ジョ
ブ設定のページ又はページ範囲は２箇所以上に分かれるが、ジョブ設定はリストに一括し
て、即ちリストの１行目にまとめて表示している。
　このように、ジョブ設定とジョブ設定プレビュー画像を一緒に表示することで、ジョブ
の特殊ページを含めた印刷物の仕上がりイメージを一目で確認することができる。
【００１９】
　図６は、別の印刷設定リスト（ジョブ設定を含む）及び当該印刷設定リストに対応する
プレビュー画像の表示画面である。
　図６では、リストの上から下へページ昇順に並ぶように、ジョブ設定とジョブ設定プレ
ビュー画像を２箇所で表示している。
　例えば、図３に示す特殊ページ設定を行った場合、特殊ページ設定が適用されるページ
は６ページから１０ページであり、特殊ページ設定が適用されないページ（ジョブ設定が
適用されるページ）は1ページから５ページまでと１１ページ以降である。この場合、リ
ストの１行目に1ページから５ページまでのジョブ設定を表示し、２～４行目に特殊ペー
ジ設定を表示し、５行目には、また、１１ページ以降のジョブ設定を表示する。
【００２０】
　つまり、ジョブ設定と共に特殊ページ設定をリストの上から下へページ昇順に並ぶよう
に表示をしている。
　このように表示することで、印刷物全体の先頭ページから最終ページに渡って、どのよ
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うな仕上がりになるかを一目で確認することができる。
　なお、図６では、ジョブ設定及び特殊ページ設定のリストと各プレビュー画像を上から
下へページ昇順になるように表示しているが、上から下へページ降順に表示してもよい。
いずれの方法でも、印刷物の全体的な仕上がりイメージを視覚的に一目で確認することが
できる。
　以上の説明では、特殊ページ設定プレビュー画像は、表示リストの図示左側に表示して
いるが、その表示レイアウトはこれに限定されず、特殊ページ設定リストと対応して目視
できれば任意である。
【００２１】
　次に、クライアントＰＣ１０２とＤＦＥコントローラ１０３に依る、特殊ページ設定プ
レビュー画像とジョブ設定プレビュー画像の生成及び表示について説明する。
　図７は、クライアントＰＣ１０２の機能ブロック図である。
　クライアントＰＣ１０２は、図示のように、プリンタドライバ７０１とポートモニタ（
Port Monitor：印刷データを送信するためのデバイスドライバの一つ）７０８で構成され
ている。
　プリンタドライバ７０１は、プレビュー画像生成部７０２、特殊ページの印刷設定を含
む印刷設定リストを生成する印刷設定リスト生成部７０３、ＧＵＩ（Graphical UI）部７
０４、データ保存部７０５、描画部７０６、ジョブチケット生成部７０７から構成されて
いる。また、ポートモニタ７０８はデータ転送部７０９を備えている。
【００２２】
　プレビュー画像生成部７０２は、ＧＵＩ部７０４と接続され、ＧＵＩ部７０４は、印刷
設定リスト生成部７０３とデータ保存部７０５に接続されている。また、描画部７０６は
データ保存部７０５、ジョブチケット生成部７０７、ポートモニタ７０８のデータ転送部
７０９にそれぞれ接続されている。
　ＧＵＩ部７０４は、特殊ページの印刷設定を含む印刷設定を受け付ける印刷設定受付部
、及び印刷設定リストと印刷設定に基づくプレビュー画像を、図示しない例えばＬＥＤ（
液晶表示手段）などの表示手段に表示するための処理を行う印刷設定表示部として機能す
る。
【００２３】
　クライアントＰＣ１０２内のプリンタドライバ７０１において、ＧＵＩ部７０４は、ク
ライアントＰＣ１０２の画面上に印刷設定のための画面を表示し、ユーザからの印刷設定
を受け付ける。
　プレビュー画像生成部７０２は、印刷設定に基づく特殊ページ設定プレビュー画像及び
ジョブ設定プレビュー画像を生成し、ＧＵＩ部７０４で表示する。
　データ保存部７０５は、ジョブ設定及び特殊ページ設定をクライアントＰＣ１０２の記
憶領域に保存する（記憶領域は図示していない）。
【００２４】
　描画部７０６は、ジョブデータに基づいてＰＤＬ（Page Description Language：ペー
ジ記述言語）データを作成する。即ち、印刷データを、ページ記述言語により記述して、
プリンタ１０４に印刷指示するデータに変換する。
　ジョブチケット生成部７０７は、ジョブ設定及び特殊ページ設定に基づいてジョブチケ
ットを生成する。
　ポートモニタ７０８のデータ転送部７０９は、ＰＤＬデータとジョブチケットを、ネッ
トワーク１０１を介してＤＦＥコントローラ１０３に転送する。
　なお、以上で説明したクライアントＰＣ１０２の各部は、プログラムによって実現され
る機能実現手段である。
【００２５】
　図８は、ＤＦＥコントローラ１０３の機能ブロック図である。
　ＤＦＥコントローラ１０３は、クライアントＰＣ１０２から印刷データを受け取り、プ
リンタ１０４で印刷するデータに変換する機能を有する装置である。
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　ＤＦＥコントローラ１０３は、図８に示すように、データ取得部８０１、ジョブチケッ
ト解釈部８０２、ＲＩＰ（Raster Image Processor）処理部８０３、データ転送部８０４
から構成されている。
【００２６】
　データ取得部８０１は、クライアントＰＣ１０２から送信されたＰＤＬデータとジョブ
チケットを取得する。
　ジョブチケット解釈部８０２は、データ取得部８０１で取得したジョブチケットの記載
内容を解釈し、印刷設定を取得する。
　ＲＩＰ処理部８０３は、ジョブチケット解釈部８０２から得た印刷設定とＰＤＬデータ
に基づきＲＩＰ処理を行い、ビットマップデータを生成する。なお、ＲＩＰ処理は、ペー
ジ記述言語で記述されたジョブデータを印刷可能なビットマップデータに変換する処理で
ある。
　データ転送部８０４は、生成したビットマップデータを、ネットワーク１０１を介して
プリンタ１０４に転送する。
【００２７】
　ユーザが特殊ページを設定して印刷を行う手順について図９を参照して説明する。
　図９は、特殊ページ設定及び印刷を行うために、ユーザが行う操作手順を示すフロー図
である。
　ユーザは、まずプリンタドライバ７０１により表示されたクライアントＰＣ１０２上の
画面からマウスなどの入力装置を使用して、ジョブの設定を行い、設定したジョブを記憶
領域に保存する操作をする（Ｓ１０１）。
　次に、ユーザは、特殊ページ設定の画面を開く操作を行う（Ｓ１０２）。次に、開いた
特殊ページ設定の画面で、特殊ページの設定を行い、特殊ページ設定をクライアントＰＣ
１０２の記憶領域に保存する操作をする（Ｓ１０３）。
　ユーザは、特殊ページ設定リストを表示して保存した特殊ページ設定の内容を確認する
（Ｓ１０４）。この確認作業により、特殊ページの詳細設定を必要に応じて見直すことが
できる。
　次に、ユーザは、ジョブ設定及び、設定した特殊ページ設定の内容で、印刷指示を行う
（Ｓ１０５）。プリンタ１０４は、ユーザが行った印刷設定に従って、印刷を行う（Ｓ１
０６）。
【００２８】
　図１０は、図９に示すユーザの操作手順に対応したクライアントＰＣ１０２及びＤＦＥ
コントローラ１０３の処理の手順を示すフロー図である。
【００２９】
　即ち、ユーザがプリンタドライバ７０１にジョブの印刷設定を行うため画面の表示指示
を行うと、プリンタドライバ７０１のＧＵＩ部７０４はジョブ設定画面をＰＣ画面上に表
示する。ユーザがジョブの印刷設定を行うと、プリンタドライバのデータ保存部７０５は
その印刷設定を記憶領域に保存する（Ｓ２０１）。
　次に、ユーザが、特殊ページ設定の画面を開く操作を行うと、ＧＵＩ部７０４は特殊ペ
ージ設定の画面を開く（Ｓ２０２）。
　ユーザが特殊ページ設定を行って保存操作を行うと、データ保存部７０５は、ユーザが
行った特殊ページ設定を記憶領域に保存する（Ｓ２０３）。
【００３０】
　次に、プリンタドライバのプレビュー画像生成部７０２は、ステップＳ２０３で保存し
た特殊ページ設定に基づいて、その設定を表す特殊ページ設定プレビュー画像を生成する
（Ｓ２０４）。
　なお、図５及び図６に示す印刷設定リストを表示するときは、プレビュー画像生成部７
０２はジョブ設定プレビュー画像を生成する。
　プリンタドライバのＧＵＩ部７０４は、ステップＳ２０３で保存した特殊ページ設定リ
ストと、特殊ページ設定プレビュー画像とを隣接して表示する（Ｓ２０５）。
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　ステップＳ２０４と同様に、図５及び図６に示す印刷設定リストを表示するときは、プ
リンタドライバのＧＵＩ部７０４は、ジョブ設定リストと、ジョブ設定プレビュー画像と
を隣接して表示する。
　ここで、ユーザが印刷指示を行うと（図９のステップＳ１０５）、プリンタドライバの
ジョブチケット生成部７０７は、データ保存部７０５に保存されたジョブ設定と特殊ペー
ジ設定を基に、ジョブチケットを生成する（Ｓ２０６）。例えば、図３に示す特殊ページ
設定を行ったときは、図１１に示すジョブチケットを生成する。
　なお、ジョブチケットについては後述する。
【００３１】
　次に、プリンタドライバの描画部７０６はＰＤＬデータを生成する（Ｓ２０７）。生成
するＰＤＬデータは、特殊ページ設定を考慮したものではなく、ジョブ設定のみに基づい
て生成するものでよい。即ち、特殊ページ設定は、ステップＳ２０６で生成するジョブチ
ケットで指示されているため、例えば、図３に示す特殊ページ設定を行った場合でも、こ
こで生成するＰＤＬデータはジョブ設定のみに基づいた、1ページから２０ページまでの
ＰＤＬデータでよい。
　特殊ページのときは、後述する図１２のＲＩＰ処理の手順を示すフローにより、特殊ペ
ージであることを判断し特殊ページのＰＤＬデータが生成される。
【００３２】
　次に、ポートモニタ７０８のデータ転送部７０９は、ステップＳ２０６及びステップＳ
２０７で生成したジョブチケットとＰＤＬデータを、ＤＦＥコントローラ１０３に転送す
る（Ｓ２０８）。
　ＤＦＥコントローラのジョブチケット解釈部８０２は、ステップＳ２０８で転送された
ジョブチケットを解釈し、ユーザが設定したジョブ設定と特殊ページ設定を得る（Ｓ２０
９）。
　例えば、図１１に示すジョブチケットが送信された場合、その内容を解釈し、図１１に
示す（ａ）の部分から挿入ページ（６ページの前）が設定されていること、（ｂ）の部分
から例外ページ（６ページと７ページ）が設定されており、その設定が両面＝ＯＮである
ことを解釈する。また、図１１に示す（ｃ）の部分から例外ページ（８ページから１０ペ
ージ）が設定され、ステープルが左側に２箇所であることを解釈する。
【００３３】
　これにより、プリンタドライバ側でユーザが設定したジョブ設定と特殊ページ設定を、
ＤＦＥコントローラ１０３側で得ることができる。
　次に、ＤＦＥコントローラ１０３のＲＩＰ処理部８０３は、ステップＳ２０９でクライ
アントＰＣのデータ転送部７０９から転送されたＰＤＬデータとステップＳ２０９で得た
印刷設定とに基づいて、ＲＩＰ処理を行い、ビットマップデータを生成する（Ｓ２１０）
。
【００３４】
　生成したビットマップデータは、ＤＦＥコントローラ１０３のデータ転送部８０４でプ
リンタ１０４に送信する（Ｓ２１１）。プリンタ１０４はＤＦＥコントローラ１０３から
送信されたデータに基づいて印刷を行い（Ｓ２１２）、この処理を終了する。
【００３５】
　ジョブチケットは、例えば図１１に一例（抜粋）を示す。即ち、図１１に示す（ａ）の
部分は、６ページの前に挿入する挿入ページの特殊ページ設定を表している。
　ここで、ジョブチケットのページ番号は０から開始するので、図１１の（ａ）部分の「
RunList Pages」にある「“５”」は６ページを表す。図１１の（ｂ）の部分は、６ペー
ジと７ページが例外ページであることを表している。特殊ページの詳細設定である「両面
＝ＯＮ」は、両面印刷の指定である。「Sides＝“TwoSidedFlipY”」の部分が、両面印刷
のことを表している。
　図１１の（ｃ）の部分は、８ページから１０ページまでが例外ページであり、この例外
ページはステープル箇所が左側に２つの設定を表している。「NumberOfStitches＝“２”
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る。
【００３６】
　ＤＦＥコントローラ１０３のＲＩＰ処理部８０３の処理（ＲＩＰ処理）について図１２
を参照して説明する。
　図１２は、図３に示す特殊ページ設定を行った場合を例に採って説明するＲＩＰ処理の
手順を示すフロー図であり、図１０に示すステップＳ２１０のサブルーチンである。
　ＲＩＰ処理部８０３は、まず、先頭ページから順に対象ページを探し（Ｓ３０１）、対
象ページを読み込む（Ｓ３０２）。次に、その対象ページが特殊ページかどうかを判定す
る（Ｓ３０３）。例えば、図３に示す特殊ページ設定の場合では、１ページから５ページ
までは通常のページ（特殊ページではない）の設定であるため（Ｓ３０３、ＮＯ）、図１
０のステップＳ２０９でジョブチケットから解釈したジョブ設定と、図１０のステップＳ
２０８で転送された１ページから５ページまでのＰＤＬデータから、ＲＩＰ処理を行い、
ビットマップデータを生成する（Ｓ３０６）。
【００３７】
　一方、６ページと７ページは、図１０のステップＳ２０９で解釈したジョブチケットの
内容より、特殊ページと判定される（Ｓ３０３、ＹＥＳ）。
　その場合、図１０のステップＳ２０９でジョブチケットから解釈したジョブ設定、６ペ
ージと７ページの特殊ページ設定、及びステップＳ２０８で転送された６ページと７ペー
ジのＰＤＬデータから、ＲＩＰ処理を行い、ビットマップデータを生成する（Ｓ３０４）
。
【００３８】
　次に、対象ページが最終ページか否か判断し（Ｓ３０５）、最終ページでないときは（
Ｓ３０５、ＮＯ）、ページを更新して（Ｓ３０７）、ステップＳ３０２以下の処理を繰り
返す。
　ステップＳ３０５で、対象ページが最終ページになったときは（Ｓ３０５、ＹＥＳ）、
図１２に示す処理フローが終了する。
　以上、本実施形態によれば、全体の印刷の仕上がりと特殊ページの設定内容とを並べて
表示することで視覚的に容易に確認することができる。そのため、特殊ページ設定の確認
を容易に行うことができる。また、通常のページの設定に特殊ページの設定を加えた印刷
を容易に行うことができる。
【符号の説明】
【００３９】
　１０１・・・ネットワーク、１０２・・・クライアントＰＣ、１０３・・・ＤＦＥコン
トローラ、１０４・・・プリンタ、７０１・・・プリンタドライバ、７０２・・・プレビ
ュー画像生成部、７０３・・・印刷設定リスト生成部、７０４・・・ＧＵＩ部、７０５・
・・データ保存部、７０６・・・描画部、７０７・・・ジョブチケット生成部、７０８・
・・ポートモニタ、７０９・・・データ転送部、８０１・・・データ取得部、８０２・・
・ジョブチケット解釈部、８０３・・・ＲＩＰ処理部、８０４・・・データ転送部。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００４０】
【特許文献１】特開２００８－３９０２号公報
【特許文献２】特開２０１２－１６００９０号公報
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