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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　印刷対象となる文書の各ページの画像を読み取る原稿読取部と、
　後処理を施す際に利用される基準マークを含む後処理用ページについて設定を行う設定
画面を表示部に表示させる設定部と、
　前記後処理用ページの設定情報に基づいて、前記後処理用ページの画像を形成する画像
処理部と、
　前記文書の各ページの画像と前記後処理用ページの画像とを別々の用紙に印刷する印刷
処理部と、を少なくとも備えることを特徴とする画像形成装置。
【請求項２】
　前記画面は、前記後処理用ページを出力するか否かを選択する欄と前記後処理用ページ
の出力位置を選択する欄とを含むことを特徴とする請求項１に記載の画像形成装置。
【請求項３】
　前記後処理用ページは、前記後処理用ページであることを明示する情報を含むことを特
徴とする請求項１又は２に記載の画像形成装置。
【請求項４】
　制御装置と画像形成装置とが通信ネットワークで接続される印刷システムにおける印刷
制御方法であって、
　前記制御装置は、後処理を施す際に利用される基準マークを含む後処理用ページについ
て設定を行う設定画面を表示部に表示させ、前記後処理用ページの設定情報と印刷対象と
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なる文書の各ページの画像を記述するデータとを含む印刷データを生成し、前記印刷デー
タを前記画像形成装置に出力し、
　前記画像形成装置は、前記印刷データを受信し、前記印刷データに基づいて、前記文書
の各ページの画像と前記後処理用ページの画像とを生成し、前記文書の各ページの画像と
前記後処理用ページの画像とを別々の用紙に印刷することを特徴とする印刷制御方法。
【請求項５】
　画像形成装置における印刷制御方法であって、
　印刷対象となる文書の各ページの画像を読み取り、後処理を施す際に利用される基準マ
ークを含む後処理用ページについて設定を行う設定画面を表示部に表示させ、前記後処理
用ページの設定情報に基づいて、前記後処理用ページの画像を生成し、前記文書の各ペー
ジの画像と前記後処理用ページの画像とを別々の用紙に印刷することを特徴とする印刷制
御方法。
【請求項６】
　前記画面は、前記後処理用ページを出力するか否かを選択する欄と前記後処理用ページ
の出力位置を選択する欄とを含むことを特徴とする請求項４又は５に記載の印刷制御方法
。
【請求項７】
　前記後処理用ページは、前記後処理用ページであることを明示する情報を含むことを特
徴とする請求項４乃至６のいずれか一に記載の印刷制御方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、プリンタドライバ及び画像形成装置並びに印刷制御方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　プリンタ機能やスキャナ機能などを備える印刷装置（以下、画像形成装置と呼ぶ。）が
普及している。この画像形成装置には、通常、各々の用紙に文書の複数ページ（例えば、
２ページや４ページ）を集約して出力する機能（集約機能と呼ぶ。）が設けられている。
この集約機能を用いて印刷する場合には、印刷物を２つ折りにしたり断裁したりして使用
することが多く、正確な位置で折りや断裁ができるように、各々の用紙に折りや断裁の基
準となるマーク（以下、後処理用の基準マーク）を印刷する方法が用いられる。
【０００３】
　しかしながら、全ての用紙に後処理用の基準マークを印刷すると、折りや断裁に利用さ
れない２枚目以降の用紙の基準マークが残存し、印刷物の見栄えが悪くなるという問題が
ある。そこで、下記特許文献１では、一連の印刷用紙の第１頁を検出する第１頁検出手段
と、第１頁検出手段が検出した第１頁の印刷用紙にトンボマークを印刷するトンボ印刷手
段とを備えるプリンタ装置を開示している。
【０００４】
【特許文献１】特開平７－３１４８４４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　上記特許文献１記載の方法を用いることにより、２枚目以降の用紙に後処理用の基準マ
ークが残存するという問題は解決することができる。しかしながら、２つ折りされた１枚
目の用紙や断裁された１枚目の用紙のどちらか一方には必ず基準マークが残存してしまう
ため、見栄えの悪化を防止することができないという問題がある。
【０００６】
　本発明は上記問題点に鑑みてなされたものであり、その主たる目的は、折りや断裁等の
後処理を容易に行い、かつ、後処理用の基準マークが残存することによる見栄えの悪化を
防止することができるプリンタドライバ及び画像形成装置並びに印刷制御方法を提供する
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ことにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記目的を達成するため、本発明の画像形成装置は、印刷対象となる文書の各ページの
画像を読み取る原稿読取部と、後処理を施す際に利用される基準マークを含む後処理用ペ
ージについて設定を行う設定画面を表示部に表示させる設定部と、前記後処理用ページの
設定情報に基づいて、前記後処理用ページの画像を形成する画像処理部と、前記文書の各
ページの画像と前記後処理用ページの画像とを別々の用紙に印刷する印刷処理部と、を少
なくとも備えるものである。
【０００８】
　また、本発明は、制御装置と画像形成装置とが通信ネットワークで接続される印刷シス
テムにおける印刷制御方法であって、前記制御装置は、後処理を施す際に利用される基準
マークを含む後処理用ページについて設定を行う設定画面を表示部に表示させ、前記後処
理用ページの設定情報と印刷対象となる文書の各ページの画像を記述するデータとを含む
印刷データを生成し、前記印刷データを前記画像形成装置に出力し、前記画像形成装置は
、前記印刷データを受信し、前記印刷データに基づいて、前記文書の各ページの画像と前
記後処理用ページの画像とを生成し、前記文書の各ページの画像と前記後処理用ページの
画像とを別々の用紙に印刷するものである。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明のプリンタドライバ及び画像形成装置並びに印刷制御方法によれば、折りや断裁
等の後処理を容易に行い、かつ、後処理用の基準マークが残存することによる見栄えの悪
化を防止することができる。
【００１０】
　その理由は、制御装置の設定部（プリンタドライバ）は、プリンタドライバ設定画面に
後処理を施す際に利用される基準マークを含む後処理用ページについて設定を行う設定画
面を表示させる等により後処理用ページの設定を可能にし、印刷データ生成部（プリンタ
ドライバ）は、後処理用ページの設定情報と印刷対象となる文書の各ページの画像を記述
するデータとを含む印刷データを生成するため、印刷データを受信した画像形成装置は、
文書の各ページと後処理用ページとを別々に印刷することができるからである。
【００１１】
　また、画像形成装置の設定部は、後処理を施す際に利用される基準マークを含む後処理
用ページについて設定を行う設定画面を表示させる等により後処理用ページの設定を可能
にするため、文書の各ページと後処理用ページとを別々に印刷することができるからであ
る。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
　本発明は、その好ましい一実施の形態において、画像形成装置を制御する制御装置に、
ハードウェア又はソフトウェア（プリンタドライバ）として、設定部と印刷データ生成部
とを少なくとも設ける。設定部は、プリンタドライバで設定可能な項目が表示される画面
（例えば、プリンタドライバ設定画面）を表示部に表示させる際に、後処理用ページの設
定項目を表示させて後処理用ページの設定を可能にする。また、印刷データ生成部は、後
処理用ページの設定情報を付加した印刷データを生成する。また、画像形成装置は、印刷
データに基づいて、文書ページと後処理用の基準マークを含む後処理用ページとを別々の
用紙に印刷する。
【００１３】
　そして、後処理用ページを文書ページに重ね合わせることにより、正確な位置で折りや
断裁等の後処理を行うことができ、後処理後に後処理用ページを破棄することにより、後
処理用の基準マークが残ることがなく、見栄えの悪化を防止することができる。
【実施例１】
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【００１４】
　上記した本発明の一実施の形態についてさらに詳細に説明すべく、本発明の第１の実施
例に係るプリンタドライバ及び画像形成装置並びに印刷制御方法について、図１乃至図１
２を参照して説明する。図１は、本実施例の印刷システムの構成を模式的に示す図である
。また、図２は、制御装置の構成を示すブロック図、図３は、プリンタドライバにより実
行される機能を示すブロック図であり、図４は、画像形成装置の構成を示すブロック図で
ある。また、図５乃至図７は、本実施例の印刷制御方法を示すフローチャート図であり、
図８は、本実施例の印刷制御方法を模式的に示す図である。また、図９は、制御装置の表
示部に表示される画面の構成例を示す図であり、図１０は、印刷データの構成例を示す図
である。また、図１１は、印刷物の構成例を示す図であり、図１２は、後処理用ページの
構成例を示す図である。
【００１５】
　図１に示すように、本実施例の印刷システム１０は、文書作成アプリケーションで作成
した文書の印刷を指示する１又は複数のクライアント装置（以下、制御装置２０とする。
）と、制御装置２０からの指示に基づいて印刷を実行するプリンタやデジタル複合機など
の１又は複数の画像形成装置３０と、を備える。制御装置２０と画像形成装置３０とは、
ＬＡＮ（Local Area Network）やＷＡＮ（Wide Area Network）などの通信ネットワーク
を介して接続されている。
【００１６】
　また、図２に示すように、制御装置２０は、制御部２１と、記憶部２２と、操作部２３
と、表示部２４と、ネットワークＩ／Ｆ部２５などを備える。
【００１７】
　制御部２１は、ＣＰＵ（Central Processing Unit）２１ａ、ＲＯＭ（Read Only Memor
y）２１ｂ、ＲＡＭ（Random Access Memory）２１ｃなどで構成され、ＣＰＵ２１ａは、
ＯＳ（Operating System）や文書作成アプリケーション、画像形成装置３０を制御するた
めのプリンタドライバをＲＯＭ２１ｂ又は記憶部２２から読み出してＲＡＭ２１ｃに展開
し実行する。
【００１８】
　記憶部２２は、ＨＤＤ（Hard Disk Drive）などで構成され、プログラムやデータを記
憶する。
【００１９】
　操作部２３は、キーボードやマウスなどで構成され、文書の作成や印刷に関する各種項
目の設定などの操作を可能とする。
【００２０】
　表示部２４は、ＬＣＤ（Liquid Crystal Display）などで構成され、後述するプリンタ
ドライバ設定画面などの各種画面を表示する。
【００２１】
　ネットワークＩ／Ｆ部２５は、ＮＩＣ（Network Interface Card）やモデムなどで構成
され、画像形成装置３０との通信を可能とする。
【００２２】
　また、図３に示すように、上記プリンタドライバは、制御装置２０の制御部２１を、設
定部２６、印刷データ生成部２７、指示部２８などとして機能させる。
【００２３】
　設定部２６は、画像形成装置３０に対して設定可能な項目（給紙トレイや用紙種類の選
択などの用紙に関する項目、印刷領域などの印刷に関する項目、集約機能や後処理用ペー
ジに関する項目など）をユーザに設定させるための画面（以下、プリンタドライバ設定画
面と呼ぶ。）などを表示部２４に表示させ、各種項目の設定を可能にする。なお、後処理
用ページとは、文書作成アプリケーションで作成した文書情報を含まず、断裁線やトンボ
マークなどの後処理用の基準マークと、必要に応じて、後処理用ページであることを明示
する情報（「後処理用」の文字など）とが印刷されたページである。
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【００２４】
　印刷データ生成部２７は、印刷対象としての文書に関するページ毎の画像を記述するデ
ータと、上記各種項目の設定情報とで構成されるページ記述言語（ＰＤＬ：Page Descrip
tion Language）形式のデータ（以下、印刷データと呼ぶ。）を生成する。本実施例では
、上記設定情報の中に、後処理用ページの設定情報を付加する。
【００２５】
　指示部２８は、印刷データ生成部２７で生成した印刷データを画像形成装置３０に送信
し、上記設定情報に基づいて画像形成装置３０に処理を指示する。
【００２６】
　なお、図１では、制御装置２０としてパーソナルコンピュータを示しているが、制御装
置２０は画像形成装置３０が制御可能な機器であればよい。また、図３では、プリンタド
ライバに、設定部２６、印刷データ生成部２７、指示部２８としての機能を持たせる構成
としたが、これらの内の少なくとも一つは制御装置２０にハードウェアとして構成しても
よい。
【００２７】
　また、図４に示すように、画像形成装置３０は、制御部３１と、記憶部３２と、ネット
ワークＩ／Ｆ部３３と、表示操作部３４と、画像処理部３５と、印刷処理部３６などで構
成され、これらはバスを介して接続されている。
【００２８】
　制御部３１は、ＣＰＵ３１ａ、ＲＯＭ３１ｂ、ＲＡＭ３１ｃなどで構成され、ＣＰＵ３
１ａは各種プログラムをＲＯＭ３１ｂ又は記憶部３２から読み出してＲＡＭ３１ｃに展開
し実行する。
【００２９】
　記憶部３２は、ＨＤＤなどで構成され、画像形成装置３０の動作を制御するプログラム
や制御装置２０から取得した印刷データなどを記憶する。
【００３０】
　ネットワークＩ／Ｆ部３３は、ＮＩＣやモデムなどで構成され、制御装置２０との通信
を可能とする。本実施例では、制御装置２０から印刷データなどを受信する。
【００３１】
　表示操作部３４は、ＬＣＤなどの表示部と表示部を覆うタッチパネルなどの操作部から
構成され、ＣＰＵ３１ａからの表示信号に従って、アイコンやキーボタンなどをＬＣＤ等
に表示すると共に、タッチパネル等から入力される操作信号をＣＰＵ３１ａに出力する。
なお、表示操作部３４は一体的に構成してもよいし、表示部と操作部とに分離して構成し
てもよい。
【００３２】
　画像処理部３５は、制御装置２０から受信した印刷データを解析し、文書の各ページの
画像を作成すると共に、後処理用ページの設定情報に基づいて、後処理用ページの画像を
作成する。また、必要に応じて、作成した画像に色変換、濃度調整等の画像処理を施す。
【００３３】
　印刷処理部３６は、画像処理部３５で作成された画像に基づいて、文書情報が印刷され
るページ（文書ページと呼ぶ。）と後処理用ページとを所定の順番で印刷する。その際、
後処理用ページは、文書ページと同じサイズの用紙に印刷することが好ましい。
【００３４】
　なお、図４は、本実施例の画像形成装置３０の構成の一例であり、制御装置２０の指示
に従って文書ページ及び後処理用ページが印刷可能であればよく、例えば、ＡＤＦ（Auto
 Document Feeder）や原稿読取部などを追加してもよい。また、本実施例では、画像処理
部３５を画像形成装置３０に設ける構成としているが、画像処理部３５の処理を通信ネッ
トワークに接続されるＲＩＰ（Raster Image Processor）コントローラなどで実行する構
成としてもよい。
【００３５】
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　以下、上記構成の印刷システム１０を用いた印刷制御方法について説明する。
【００３６】
　まず、図５のフローチャート図を参照して、本実施例の制御装置２０の動作について具
体的に説明する。
【００３７】
　ユーザの所定の操作により、制御部２１は、ＲＯＭ２１ｂや記憶部２２などから文書作
成アプリケーションを読み出して起動させる。そして、ステップＳ１０１で、ユーザは、
文書作成アプリケーションを用いて印刷の対象となる文書データを作成する。なお、文書
データは本ステップで作成したものに限らず、予め作成した文書データをＲＯＭ２１ｂや
記憶部２２、通信ネットワークで接続される他のコンピュータ端末やサーバなどから取得
してもよい。
【００３８】
　次に、ユーザが文書作成アプリケーションの画面において所定の操作を行うと、ステッ
プＳ１０２で、制御部２１はプリンタドライバを起動させ、プリンタドライバ（設定部２
６）は、表示部２４に、図９に示すようなプリンタドライバ設定画面５０を表示させる。
このプリンタドライバ設定画面５０は、プリンタドライバで設定可能な項目がタブで分類
されて表示されており、集約機能のタブには、2 in 1や2リピート、2リピート反転、4 in
 1などの集約機能を選択する欄と、後処理用ページを出力するか否かを選択する欄と、後
処理用ページの出力位置を選択する欄と、後処理用ページの出力イメージを表示する出力
イメージ表示欄５１などが表示される。そして、ユーザは操作部２３を操作して集約機能
及び後処理用ページの設定を行う。
【００３９】
　例えば、図９に示すように、集約機能のラジオボタンをチェックし、プルダウンメニュ
ーに表示される集約機能の中から所望の集約機能を選択すると共に、後処理用ページのラ
ジオボタンをチェックし、後処理用ページの挿入位置を選択する。すると、出力イメージ
表示欄５１には、選択された集約機能に適した位置に後処理用の基準マークと必要に応じ
て後処理用ページであることを明示する情報とが表示される。
【００４０】
　具体的に説明すると、図９（ａ）に示すように、集約機能として「2 in 1」を選択した
場合は、出力イメージ表示欄５１には、用紙を２分割する位置に後処理等の基準マークが
配置され、２分割された各ページに「後処理用」の文字が配置された後処理用ページのイ
メージが表示される。また、図９（ｂ）に示すように、集約機能として「4 in 1」を選択
した場合は、出力イメージ表示欄５１には、用紙を４分割する位置に後処理等の基準マー
クが配置され、４分割された各ページに「後処理用」の文字が配置された後処理用ページ
のイメージが表示される。なお、図９はプリンタドライバ設定画面５０の一例であり、集
約機能及び後処理用ページの設定が可能な限り、画面の構成、各タブで表示される個々の
項目の内容などは特に限定されない。
【００４１】
　そして、集約機能及び後処理用ページを設定後、ＯＫボタンを押すと、ステップＳ１０
３で、プリンタドライバ（印刷データ生成部２７）は、文書データをページ記述言語に変
換して印刷データを生成する。この印刷データは、例えば、図１０のように構成され、各
種設定情報と描画用の記述データとで構成され、描画用記述データはページ毎の記述デー
タで構成される。また、各種設定情報は、ｊｏｂの設定や用紙サイズの設定などの基本設
定情報と、ステップＳ１０２で設定した集約機能の設定情報や後処理用ページの設定情報
などで構成される。
【００４２】
　次に、ステップＳ１０４で、プリンタドライバ（指示部２８）は、印刷データ生成部２
７で生成した印刷データを、ネットワークＩ／Ｆ部２５を介して画像形成装置３０に送信
する。
【００４３】
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　次に、図６及び図７のフローチャート図を参照して、本実施例の画像形成装置３０の動
作について具体的に説明する。
【００４４】
　まず、ステップＳ２０１で、画像形成装置３０の制御部３１は、ネットワークＩ／Ｆ部
３３を介して印刷データを受信する。
【００４５】
　次に、ステップＳ２０２で、画像処理部３５は、印刷データを解析して文書ページ及び
後処理用ページの画像を作成し、必要に応じて色変換や濃度調整などの画像処理を行った
後、作成した画像を各ページに面付けする。
【００４６】
　このステップを図７のフローチャート図を参照して詳細に説明する。図７のステップＳ
２０２ａで、画像処理部３５は、印刷データの各種設定情報中の後処理用ページ設定情報
を参照して後処理用ページの出力が指示されているかを判断する。
【００４７】
　後処理用ページの出力が指示されている場合は、ステップＳ２０２ｂで、そのページが
後処理用ページとして指定されたページであるかを判断する。
【００４８】
　後処理用ページとして指定されたページの場合は、ステップＳ２０２ｃで、集約機能に
応じた後処理用の基準マークと、必要に応じて、後処理用ページであることを明示する情
報とを含む後処理用ページの画像を形成する。
【００４９】
　一方、ステップＳ２０２ａで後処理用ページの出力が指示されていない場合及びステッ
プＳ２０２ｂで後処理用ページとして指定されたページでない場合は、ステップＳ２０２
ｄで、文書ページの画像を形成する。そして、この処理を全ページに対して行う。
【００５０】
　図６のフローチャート図に戻って、ステップＳ２０３で、印刷処理部３６は、文書ペー
ジの画像及び後処理用ページの画像を、指定された順番で別々の用紙に転写して、文書ペ
ージと後処理用ページとを出力する。
【００５１】
　具体的には、プリンタドライバ設定画面５０で集約機能が2 in 1や2リピート、2リピー
ト反転等（ここでは2リピート反転）に設定された場合は、図８の左側に示すように、各
用紙の左右のページに同じ文書が反転して配置された文書ページ４１と、用紙の中心に断
裁線等の後処理用の基準マーク４３が印刷され、その両側に「後処理用」の文字等の後処
理用ページであることを明示する明示情報４４が印刷された後処理用ページ４２とを出力
する。
【００５２】
　例えば、後処理用ページ出力欄の挿入位置が「先頭に出力」に設定された場合は、図１
１（ａ）に示すように、先頭ページに後処理用ページ４２を出力する。また、「任意のペ
ージに出力」に設定された場合は、図１１（ｂ）に示すように、指定されたページに後処
理用ページ４２を出力する。また、「任意のページ毎に出力」に設定された場合は、図１
１（ｃ）に示すように、指定されたページ毎（例えば５０ページ毎）に後処理用ページ４
２を出力する。
【００５３】
　なお、後処理用ページ４３の形態は図８に限定されない。例えば、集約機能が2リピー
ト反転に設定された場合は、図１２（ａ）に示すように、後処理用ページ４２の両側に印
刷する明示情報４４を文書ページ４１の向きに合わせて反転して印刷してもよい。また、
図１２（ｂ）に示すように、後処理用の基準マーク４３としてトンボマークなどを印刷し
ても良いし、用紙の周囲も断裁する場合は、図１２（ｃ）に示すような枠を付加してもよ
い。また、後処理用の基準マーク４３は、必ずしも用紙を等分する位置に配置する必要は
ない。
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【００５４】
　その後、ユーザは、図８の中央に示すように、後処理用ページ４２を文書ページ４１に
重ね合わせ、後処理用ページ４２の後処理用の基準マーク４３に沿って折りや断裁などの
後処理を行った後、後処理用ページ４２を破棄することにより、図８の右側に示すように
、後処理用の基準マーク４３が残存しない文書ページ４１のみで構成される印刷物を得る
ことができる。
【００５５】
　このように、本実施例では、プリンタドライバ（設定部２６）は、プリンタドライバ設
定画面５０に後処理用ページの設定画面を表示させ、プリンタドライバ（印刷データ生成
部２７）は、後処理用ページの設定情報を付加した印刷データを生成するため、画像形成
装置３０で、印刷データに基づいて文書ページ４１と後処理用ページ４２とを別々に印刷
することができる。これにより、後処理用ページ４２を用いて折りや断裁などの後処理を
正確に行うことができ、後処理後に後処理用ページ４２を廃棄することにより、印刷物の
見栄えの悪化を防止することができる。
【実施例２】
【００５６】
　次に、本発明の第２の実施例に係る画像形成装置並びに印刷制御方法について、図１３
及び図１４を参照して説明する。図１３は、本実施例の画像形成装置の構成を示すブロッ
ク図であり、図１４は、本実施例の画像形成装置の動作を示すフローチャート図である。
【００５７】
　前記した第１の実施例では、制御装置２０で文書の印刷を指示する際に、後処理用ペー
ジの設定を行う場合（すなわち、画像形成装置３０をネットワークプリンタとして使用す
る場合）を示したが、画像形成装置３０の原稿読取部で読み取った原稿を集約して出力す
る場合でも、同様に後処理用ページを出力することができる。
【００５８】
　その場合、画像形成装置３０は、図１３に示すように、前記した第１の実施例の図４の
構成に、原稿読取部３７が追加された構成を有する。原稿読取部３７は、原稿を走査する
光源と、原稿で反射された光を電気信号に変換するＣＣＤ（Charge Coupled Devices）イ
メージセンサと、電気信号をＡ／Ｄ変換するＡ／Ｄ変換器等により構成される。また、制
御部３１は、表示操作部３４に、集約機能や後処理用ページに関する項目を設定するため
の画面を表示させる設定部としても機能する。
【００５９】
　なお、この設定部はハードウェアとして構成してもよいし、コンピュータを、設定部と
して機能させる制御プログラムとして構成し、該制御プログラムを画像形成装置３０上で
動作させる構成としてもよい。
【００６０】
　次に、図１４のフローチャート図を参照して、本実施例の画像形成装置３０の動作につ
いて具体的に説明する。
【００６１】
　まず、ステップＳ３０１で、ユーザは表示操作部３４を操作して、文書が印刷された原
稿の読み取りを指示すると、原稿読取部３７は、原稿をスキャンし、文書の各ページに印
刷された画像を取得する。なお、原稿をスキャンする代わりに、記憶部３２等に予め記憶
された文書データを読み出してもよい。
【００６２】
　次に、ステップＳ３０２で、制御部３１の設定部は、表示操作部３４に、集約機能及び
後処理用ページに関する項目を設定するための設定画面を表示させる。この設定画面の構
成は任意であるが、図９と同様に、2 in 1や2リピート、2リピート反転、4 in 1などの集
約機能を選択する欄と、後処理用ページを出力するか否かを選択する欄と、後処理用ペー
ジの出力位置を選択する欄と、後処理用ページの出力イメージを表示する欄などで構成す
ることができる。そして、ユーザは表示操作部３４を操作して集約機能及び後処理用ペー



(9) JP 4506845 B2 2010.7.21

10

20

30

40

50

ジの設定を行う。
【００６３】
　次に、ステップＳ３０３で、画像処理部３５は、後処理用ページの設定に基づいて後処
理用ページの画像を生成し、ステップＳ３０１で取得した文書ページの画像及び本ステッ
プで作成した後処理用ページの画像に対して、必要に応じて色変換や濃度調整などの画像
処理を行った後、これらの画像を各ページに面付けする。
【００６４】
　次に、ステップＳ３０４で、印刷処理部３６は、文書ページの画像及び後処理用ページ
の画像を指定された順番で別々の用紙に転写する。
【００６５】
　その後、ユーザは、後処理用ページの後処理用の基準マークに沿って折りや断裁などの
後処理を行った後、後処理用ページを破棄することにより、後処理用の基準マークが残存
しない文書ページのみで構成される印刷物を得ることができる。
【００６６】
　このように、本実施例では、画像形成装置３０の設定部は、表示操作部３４に後処理用
ページの設定画面を表示させ、その設定情報に従って後処理用ページ４２を印刷するため
、後処理用ページ４２を用いて折りや断裁などの後処理を正確に行うことができ、後処理
後に後処理用ページ４２を廃棄することにより、印刷物の見栄えの悪化を防止することが
できる。
【００６７】
　なお、上記各実施例では、後処理用ページ４２に後処理用の基準マーク４３と必要に応
じて明示情報４４とを印刷する場合を示したが、後処理用ページ４２は後処理後に破棄さ
れることから、上記以外の任意の情報を印刷することができる。例えば、後処理用ページ
４２の取り扱いに関する情報を印刷したり、文書ページ４１の構成に関する情報や後処理
後の文書ページ４１の取り扱いに関する情報などを印刷したりしてもよい。
【００６８】
　また、上記各実施例では、後処理用の基準マークとして断裁線やトンボマークを印刷す
る場合を例にして説明したが、本発明は上記実施例に限定されるものではなく、任意の図
形や記号、文字等を後処理用の基準マークとして印刷することができる。
【００６９】
　また、上記各実施例では、文書を集約して印刷する際に後処理用ページ４２を出力する
構成としたが、文書ページ４１の端部を折り曲げたり断裁したりする場合もあることから
、文書を集約しないで印刷する場合であっても、同様に後処理用ページ４２を出力しても
よい。
【産業上の利用可能性】
【００７０】
　本発明は、制御装置で動作するプリンタドライバ及び印刷を実行する画像形成装置並び
に印刷制御方法に利用可能である。
【図面の簡単な説明】
【００７１】
【図１】本発明の第１の実施例に係る印刷システムの構成を模式的に示す図である。
【図２】本発明の第１の実施例に係る制御装置の構成を示すブロック図である。
【図３】本発明の第１の実施例に係るプリンタドライバにより実行される機能を示すブロ
ック図である。
【図４】本発明の第１の実施例に係る画像形成装置の構成を示すブロック図である。
【図５】本発明の第１の実施例に係る制御装置の動作を示すフローチャート図である。
【図６】本発明の第１の実施例に係る画像形成装置の動作を示すフローチャート図である
。
【図７】本発明の第１の実施例に係る画像形成装置における画像処理手順を示すフローチ
ャート図である。
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【図８】本発明の第１の実施例に係る印刷制御方法を模式的に示す図である。
【図９】本発明の第１の実施例に係る制御装置の表示部に表示される画面（プリンタドラ
イバ設定画面）の構成例を示す図である。
【図１０】本発明の第１の実施例に係る印刷データの構成例を示す図である。
【図１１】本発明の第１の実施例に係る印刷物の構成例を示す図である。
【図１２】本発明の第１の実施例に係る後処理用ページの構成例を示す図である。
【図１３】本発明の第２の実施例に係る画像形成装置の構成を示すブロック図である。
【図１４】本発明の第２の実施例に係る画像形成装置の動作を示すフローチャート図であ
る。
【符号の説明】
【００７２】
　１０　印刷システム
　２０　制御装置
　２１　制御部
　２１ａ　ＣＰＵ
　２１ｂ　ＲＯＭ
　２１ｃ　ＲＡＭ
　２２　記憶部
　２３　操作部
　２４　表示部
　２５　ネットワークＩ／Ｆ部
　２６　印刷データ生成部
　２７　設定部
　２８　指示部
　３０　画像形成装置
　３１　制御部
　３１ａ　ＣＰＵ
　３１ｂ　ＲＯＭ
　３１ｃ　ＲＡＭ
　３２　記憶部
　３３　ネットワークＩ／Ｆ部
　３４　表示操作部
　３５　画像処理部
　３６　印刷処理部
　３７　原稿読取部
　４１　文書ページ
　４２　後処理用ページ
　４３　後処理用の基準マーク
　４４　明示情報
　５０　プリンタドライバ設定画面
　５１　出力イメージ表示欄
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