
JP 5409124 B2 2014.2.5

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　印刷装置と、前記印刷装置から出力された用紙に対して後処理を行う後処理装置と接続
された情報処理装置であって、
　印刷装置から出力された用紙に対して第１後処理を実行することで変更される用紙のサ
イズを特定する特定手段と、
　前記第１後処理が実行された用紙に対して第２後処理を実行する位置を指定する指定手
段と、
　前記特定手段により特定された用紙のサイズと前記第２後処理を実行する位置とに基づ
いて、前記特定手段により特定された用紙のサイズに対する前記第２後処理が実行される
位置を識別可能なプレビュー画像を表示する表示制御手段を備え、
　前記表示制御手段は、前記第１後処理が実行されることで変更される用紙サイズと前記
変更されたサイズの用紙に対して前記第２後処理が実行される位置とを識別可能な第２プ
レビュー画像を表示し、
　前記表示制御手段は、前記後処理装置で実行される後処理を特定するための情報が記述
されたジョブ情報シートのプレビュー画像を表示する際、後処理が適用された前記第２プ
レビュー画像と後処理が適用されないジョブ情報シートのプレビュー画像とを表示するこ
とを特徴とする情報処理装置。
【請求項２】
　前記第１後処理は用紙を断裁する断裁処理である場合、印刷装置から出力された用紙の
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サイズと前記特定手段により特定された用紙のサイズとに基づいて、前記第１後処理が実
行される位置を決定する決定手段を更に有し、
　前記表示制御手段は、前記決定手段により決定された位置に断裁マークが反映された第
１プレビュー画像を表示することを特徴とする請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項３】
　印刷装置と、前記印刷装置から出力された用紙に対して後処理を行う後処理装置と接続
された情報処理装置における制御方法であって、
印刷装置から出力された用紙に対して第１後処理を実行することで変更される用紙のサイ
ズを特定する特定工程と、
　前記第１後処理が実行された用紙に対して第２後処理を実行する位置を指定する指定工
程と、
　前記特定工程により特定された用紙のサイズと前記第２後処理を実行する位置とに基づ
いて、前記特定工程により特定された用紙のサイズに対する前記第２後処理がされる位置
を識別可能なプレビュー画像を表示する表示制御工程を備え、
　前記表示制御工程において、前記第１後処理が実行されることで変更される用紙サイズ
と前記変更されたサイズの用紙に対して前記第２後処理が実行される位置とを識別可能な
第２プレビュー画像を表示し、
　前記表示制御工程において、前記後処理装置で実行される後処理を特定するための情報
が記述されたジョブ情報シートのプレビュー画像を表示する際、後処理が適用された前記
第２プレビュー画像と後処理が適用されないジョブ情報シートのプレビュー画像とを表示
することを特徴とする制御方法。
【請求項４】
　請求項３に記載の制御方法を前記情報処理装置に実行させるためのコンピュータが読み
取り可能なプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、印刷システムに関するもので、特に印刷設定情報を反映させた用紙プレビュ
ー画像の作成に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、プリンタなどの印刷装置から出力された印刷物に対して、後処理装置が断裁
や折りなどの後処理を実行する。後処理装置を使用する際の問題として、ユーザが実際の
印刷物にどのように後処理が反映されるかを認識しづらい点が挙げられる。
【０００３】
　そのため、ユーザが後処理の反映結果を容易に認識できるように後処理が反映されたプ
レビュー画像を表示する方法が提案されている（特許文献１）。別の方法として、後処理
装置にページ画像を送信し、後処理装置のパネル上でプレビュー画像を表示する方法も提
案されている（特許文献２）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００１－６７３４７号公報
【特許文献２】特開２００１－５１８１４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、従来技術のように用紙サイズの画像にページ画像をのせた後に後処理を
反映させることでプレビュー画像を作成する技術では下記のような課題が生じる。
【０００６】
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　例えば、後処理として断裁などの用紙のサイズが変更される後処理方法が設定された場
合、断裁によりサイズが変更された用紙に対して更に別の後処理を適用することが考慮さ
れていない。
【０００７】
　そのため、ユーザはサイズが変更される前の用紙から変更された後の用紙を考慮しなが
ら更なる後処理を設定しなければならず、後処理の設定が困難となる。
【０００８】
　そこで本発明は、上述のような従来技術の問題点に鑑みてなされたものであり、サイズ
が変更される後処理が設定された場合であっても、更なる後処理を容易に設定できる方法
を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上述した課題を解決するために本願発明は、印刷装置と、前記印刷装置から出力された
用紙に対して後処理を行う後処理装置と接続された情報処理装置であって、印刷装置から
出力された用紙に対して第１後処理を実行することで変更される用紙のサイズを特定する
特定手段と、前記第１後処理が実行された用紙に対して第２後処理を実行する位置を指定
する指定手段と、前記特定手段により特定された用紙のサイズと前記第２後処理を実行す
る位置とに基づいて、前記特定手段により特定された用紙のサイズに対する前記第２後処
理が実行される位置を識別可能なプレビュー画像を表示する表示制御手段を備え、前記表
示制御手段は、前記第１後処理が実行されることで変更される用紙サイズと前記変更され
たサイズの用紙に対して前記第２後処理が実行される位置とを識別可能な第２プレビュー
画像を表示し、前記表示制御手段は、前記後処理装置で実行される後処理を特定するため
の情報が記述されたジョブ情報シートのプレビュー画像を表示する際、後処理が適用され
た前記第２プレビュー画像と後処理が適用されないジョブ情報シートのプレビュー画像と
を表示することを特徴とする。
【発明の効果】
【００１０】
　以上説明したように本発明によれば、ユーザが後処理を容易に設定することが可能とな
る。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本実施形態の文書処理システムのＳ／Ｗ構成例を示す図である。
【図２】本実施形態の文書処理システムを実現するＨ／Ｗ構成例を示す図である。
【図３】ブックファイルの構造の一例を示す図である。
【図４】ブック属性の一覧を示す図である。
【図５】章属性の一覧を示す図である。
【図６】ページ属性の一覧を示す図である。
【図７】ブックファイルを開く手順例を示すフローチャートである。
【図８】電子原稿をインポートする手順例を示すフローチャートである。
【図９】電子原稿ファイルを生成させる手順のフローチャートである
【図１０】既存のブックファイルを開いた際のＵＩ画面の一例を示す図である。
【図１１】新規のブックファイルを開いた際のＵＩ画面の一例を示す図である。
【図１２】印刷ビューモードのプレビュー画像作成処理の手順例を示す図である。
【図１３】印刷ビューモードでプレビュー画像作成処理の手順例を示す図である。
【図１４】印刷ビューモードのプレビュー画像の例を示す図である。
【図１５】印刷ビューモードのプレビュー画像の例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　図面を参照しながら本発明に係る実施の形態を詳細に説明する。
【００１３】
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　＜実施例１＞
　＜システム概要＞
　まず、本発明に係る文書処理システムの概要について、図１乃至図１４を参照して以下
に説明する。尚、この文書処理システムは、一般のアプリケーションによって作成された
データファイルを電子原稿ファイルに変換する電子原稿ライタと、その電子原稿ファイル
を編集する機能を提供する製本アプリケーションとを含む。更に、作成されたデータを一
まとめにした文書の作成及び編集を可能とし、その操作性を向上させて文書編集を効率的
に行えるものである。
【００１４】
　＜システム構成及び動作＞
　図１は、本実施形態の文書処理システムのソフトウェア構成を示す図である。文書処理
システムは、本発明の情報処理装置に好適な実施形態であるデジタルコンピュータ１００
（以下、ホストコンピュータとも呼ぶ）によって実現されている。図１に示す一般アプリ
ケーション１０１は、ワードプロセシングやスプレッドシート、テキスト編集などの機能
を提供するアプリケーションプログラムであり、ＯＳに対する印刷機能を有している。こ
れらのアプリケーションは、アプリケーションデータを印刷する際に、オペレーティング
システム（ＯＳ）によって提供される所定のインタフェース（一般に、ＧＤＩと呼ばれる
）を利用する。即ち、アプリケーション１０１は、アプリケーションデータを印刷するた
めに、上述のインタフェースを提供するＯＳの出力モジュールに対して、あらかじめ定め
られる、ＯＳに依存する形式の出力コマンド（ＧＤＩ関数と呼ばれる）を送信する。一方
、出力コマンドを受けた出力モジュールは、その出力コマンドをプリンタ等の出力デバイ
スが処理可能な形式に変換して、変換されたコマンド（ＤＤＩ関数と呼ばれる）を出力す
る。出力デバイスが処理可能な形式はデバイスの種類やメーカ、機種などによって異なる
ため、デバイスごとにデバイスドライバが提供されている。ＯＳではそのデバイスドライ
バを利用してコマンドの変換を行い、印刷データを生成し、ＪＬ（Ｊｏｂ　Ｌａｎｇｕａ
ｇｅ）でくくることにより印刷ジョブが生成される。ＯＳとしてマイクロソフト社のウイ
ンドウズを利用する場合には、前述した出力モジュールとしてはＧＤＩ（Ｇｒａｐｈｉｃ
　Ｄｅｖｉｃｅ　Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ）と呼ばれるモジュールが相当する。
【００１５】
　電子原稿ライタ１０２は、上述のデバイスドライバを改良したものであり、本文書処理
システム実現のために提供されるソフトウェアモジュールである。但し、電子原稿ライタ
１０２は特定の出力デバイスを目的としておらず、詳細は後述する製本アプリケーション
１０４やプリンタドライバ１０６により処理可能な形式に出力コマンドを変換する。この
電子原稿ライタ１０２による変換後の形式（以後電子原稿形式と呼ぶ）は、ページ単位の
原稿を詳細な書式をもって表現可能であれば特に問わない。実質的な標準形式のうち、例
えばアドビシステムズによるＰＤＦ形式やＳＶＧ形式などが電子原稿形式として採用でき
る。
【００１６】
　一般アプリケーション１０１から電子原稿ライタ１０２を利用させる場合、出力に使用
するデバイスドライバとして電子原稿ライタ１０２が指定され、印刷が実行される。但し
、電子原稿ライタ１０２によって作成された電子原稿ファイルは、電子原稿ファイルとし
て完全な形式を備えていない。そのため、デバイスドライバとして電子原稿ライタ１０２
を指定するのは製本アプリケーション１０４であり、その管理下でアプリケーションデー
タが電子原稿ファイルへ変換される。そして、製本アプリケーション１０４は電子原稿ラ
イタ１０２が生成した新規の不完全な電子原稿ファイルを後述する形式を備えた電子原稿
ファイルとして完成させる。以下、この点を明瞭に識別する必要がある場合、電子原稿ラ
イタ１０２によって作成されたファイルを「電子原稿ファイル」と呼び、製本アプリケー
ション１０４によって構造を与えられた電子原稿ファイルを「ブックファイル」と呼ぶ。
また、特に区別する必要がない場合は、アプリケーションにより生成されるドキュメント
ファイル、電子原稿ファイル、及びブックファイルをいずれも文書ファイル（または文書
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データ）と呼ぶ。
【００１７】
　このようにデバイスドライバとして電子原稿ライタ１０２を指定し、一般アプリケーシ
ョン１０１によりデータを印刷させることで、アプリケーションデータはアプリケーショ
ン１０１によって定義されたページを単位とする電子原稿形式に変換する。アプリケーシ
ョン１０１によって定義されたページは、以後論理ページあるいは原稿ページと呼ぶ。そ
して、電子原稿ファイル１０３としてハードディスクなどの記憶媒体に格納される。尚、
ハードディスクは、本実施形態の文書処理システムを実現するコンピュータが備えている
ローカルドライブであっても良く、ネットワークに接続されている場合にはネットワーク
上に提供されるドライブであっても良い。
【００１８】
　製本アプリケーション１０４は電子原稿ファイル（あるいはブックファイル）１０３を
読み込み、それを編集するための機能を利用者に提供する。但し、製本アプリケーション
１０４は、各ページの内容を編集する機能は提供しておらず、ページを最小単位として構
成される、後述する章やブックの構造を編集するための機能を提供している。
【００１９】
　製本アプリケーション１０４によって編集されたブックファイル１０３を印刷する際に
は、製本アプリケーション１０４によって電子原稿デスプーラ１０５が起動される。電子
原稿デスプーラ１０５は、製本アプリケーションと共にコンピュータ内にインストールさ
れるプログラムモジュールである。また電子原稿デスプーラ１０５は、製本アプリケーシ
ョンで利用するブックファイルを印刷する際に、プリンタドライバへ描画データを出力す
るために使用されるモジュールである。電子原稿デスプーラ１０５は、指定されたブック
ファイルをハードディスクから読み出し、ブックファイルに記述された形式で各ページを
印刷するために、前述したＯＳの出力モジュールに適合する出力コマンドを生成し、不図
示の出力モジュールに出力する。その際に、出力デバイスとして使用されるプリンタ１０
７用のプリンタドライバ１０６がデバイスドライバとして指定される。上述の出力モジュ
ールは、受信した出力コマンドをデバイスコマンドに変換して指定されたプリンタ１０７
用のプリンタドライバ１０６に出力し、そのプリンタドライバ１０６がプリンタ１０７で
解釈実行可能なページ記述言語等のコマンド（印刷ジョブ）に変換する。そして、変換さ
れたコマンドはプリンタドライバ１０６から不図示のシステムスプーラを介してプリンタ
１０７に送信され、プリンタ１０７によってコマンドに応じた画像が印刷される。変換さ
れたコマンド中に後処理設定がある場合は、印刷後にプリンタ１０７に接続された後処理
装置で設定された後処理が実行される。なお、後処理装置は、プリンタが印刷物を出力す
る印刷物搬送路を介して接続されるインラインフィニッシャ、プリンタの印刷物搬送路と
接続されないニアラインフィニッシャ、オフラインフィニッシャに分類される。また、ニ
アラインフィニッシャは、ネットワークを介して情報処理装置またはプリンタと接続され
ているが、オフラインフィニッシャはネットワークを介して他の装置と接続されていない
。
【００２０】
　図２は、コンピュータ（情報処理装置）１００のハードウェアブロック図である。図２
においてＣＰＵ２０１は、ＲＯＭ２０３のプログラム用ＲＯＭに記憶されたＯＳや一般ア
プリケーション、製本アプリケーションなどのプログラムを読み出して、実行する。ある
いはハードディスク２１１からＲＡＭ２０２にロードされたプログラムも同様に実行可能
である。そして、図１のソフトウェア構成や、後述するフローチャートの手順を実現する
。ＲＡＭ２０２は、ＣＰＵ２０１の主メモリ、ワークエリア等として機能する。キーボー
ドコントローラ（ＫＢＣ）２０５は、キーボード２０９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）２０６は、ＣＲＴディス
プレイ２１０の表示を制御する。ディスクコントローラ（ＤＫＣ）２０７は、ブートプロ
グラム、種々のアプリケーション、フォントデータ、ユーザファイル、後述する編集ファ
イル等を記憶するハードディスク（ＨＤ）２１１やフロッピー（登録商標）ディスク（Ｆ
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Ｄ）等とのアクセスを制御する。ＰＲＴＣ２０８は、接続されたプリンタ１０７との間の
信号の交換を制御する。ＮＣ２１２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。
【００２１】
　＜電子原稿データの形式＞
　編集アプリケーション１０４の詳細を言及する前に、ブックファイルのデータ形式につ
いて説明する。ブックファイルは紙媒体の書物を模倣した３層の層構造を有する。まず、
上位層は「ブック」と呼ばれ、１冊の本を模倣しており、その本全般に係る属性が定義さ
れている。その下の中間層は、本でいう章に相当し、やはり「章」と呼ばれる。各章につ
いても、章毎の属性が定義できる。そして、下位層は「ページ」であり、アプリケーショ
ンプログラムで定義された各ページに相当する。尚、各ページについてもページ毎の属性
が定義できる。更に、一つのブックは複数の章を含んでいてよく、また一つの章は複数の
ページを含むこともできる。
【００２２】
　図３（Ａ）は、ブックファイルの形式の一例を模式的に示す図である。図示するように
、この例では、ブックファイルにおけるブック、章、ページは、それぞれに相当するノー
ドにより示されている。一つのブックファイルは一つのブックを含む。ブック、章は、ブ
ックとしての構造を定義するための概念であるから、定義された属性値と下位層へのリン
クとをその実体として含む。ページは、アプリケーションプログラムによって出力された
ページ毎のデータを実体として有する。そのためページは、その属性値の他に原稿ページ
の実体（原稿ページデータ）と各原稿ページデータへのリンクを含む。
【００２３】
　尚、紙媒体等に出力する際の印刷ページは複数の原稿ページを含む場合がある。この構
造に関してはリンクによって表示されず、ブック、章、ページ各階層における属性として
表示される。
【００２４】
　図３において、ブック３０１には、ブック属性が定義されていると共に２つの章３０２
Ａ、３０２Ｂがリンクされている。このリンクにより、章３０２Ａ、３０２Ｂがブック３
０１に包含されていることが表示される。章３０２Ａには、ページ３０３Ａ、３０３Ｂが
リンクされ、これらページが含まれることが示されている。各ページ３０３Ａ、３０３Ｂ
にはそれぞれ属性値が定義され、その実体である原稿ページデータ（１）、（２）へのリ
ンクが含まれる。これらリンクは、図３に示す（Ｂ）のように原稿ページデータ３０４の
データ（１）、（２）を指し示し、ページ３０３Ａ、３０３Ｂの実体が原稿ページデータ
（１）、（２）であることを表示している。
【００２５】
　図４は、ブック属性のリストである。下位層と重複して定義可能な項目に関しては、下
位層の属性値が優先採用される。そのため、ブック属性にのみ含まれる項目に関しては、
ブック属性に定義された値はブック全体を通して有効な値となる。しかし、下位層と重複
する項目については、下位層において定義されていない場合における既定値としての意味
を有する。尚、図示された各項目は具体的に１項目に対応するのではなく、関連する複数
の項目を含むものもある。
【００２６】
　図５は章属性の、図６はページ属性のリストである。章属性とページ属性との関係もブ
ック属性と下位層の属性との関係と同様である。
【００２７】
　図４～図６から明らかなように、ブック属性に固有の項目は、印刷方法、製本詳細、表
紙／裏表紙、インデックス紙、合紙、章区切り、後処理方法の７項目である。これらはブ
ックを通して定義される項目である。印刷方法の属性としては、片面印刷、両面印刷、製
本印刷の３つの値を指定できる。ここで、製本印刷とは、別途指定する枚数の用紙を束に
して２つ折りにし、その束をつづり合わせることで製本が可能となる形式で印刷する方法
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である。製本詳細属性としては、製本印刷が指定されている場合に、見開き方向や、束に
なる枚数等が指定できる。
【００２８】
　表紙／裏表紙属性は、ブックとしてまとめられる電子原稿ファイルを印刷する際に、表
紙及び裏表紙となる用紙を付加することの指定、及び付加した用紙への印刷内容の指定を
含む。インデックス紙属性は、章の区切りとして、印刷装置に別途用意される耳付きのイ
ンデックス紙の挿入の指定及びインデックス（耳）部分への印刷内容の指定を含む。この
属性は、印刷用紙とは別に用意された用紙を所望の位置に挿入するインサート機能を持っ
たインサータが使用する印刷装置に備えられている場合か、あるいは、複数の給紙カセッ
トを使用可能である場合に有効となる。これは合紙属性についても同様である。
【００２９】
　合紙属性は、章の区切りとして、インサータから、あるいは給紙カセットから供給され
る用紙の挿入の指定、及び合紙を挿入する場合には、給紙元の指定などを含む。
【００３０】
　章区切り属性は、章の区切り目において、新たな用紙を使用するか、新たな印刷ページ
を使用するか、特に何もしないか等の指定を含む。片面印刷時には、新たな用紙の使用と
新たな印刷ページの使用とは同じ意味を持つ。両面印刷時には、「新たな用紙の使用」を
指定すれば連続する章が１枚の用紙に印刷されることは無いが、「新たな印刷ページの使
用」を指定すれば、連続する章が１枚の用紙の表裏に印刷されることがあり得る。
【００３１】
　後処理方法１（第１後処理方法）は、プリンタから出力された用紙に対して実行する後
処理に関する設定情報を含む。この例では、断裁を「する」か「しない」を設定する断裁
設定、断裁設定を「する」場合に断裁後のサイズを指定する断裁サイズが含まれる。
【００３２】
　後処理方法２（第２後処理方法）は、後処理方法１が実行された後の用紙に対して実行
する後処理に関する設定情報を含む。この例では、クリースを「する」か「しない」を設
定するクリース設定、クリースの位置を指定するクリース位置が含まれる。なお、クリー
スとは、用紙を折る位置を示す線を配置する処理を指す。
【００３３】
　章属性に関しては、章に固有の項目はなく、全てブック属性と重複する。従って、章属
性における定義とブック属性における定義とが異なれば、章属性で定義された値が優先す
る。ブック属性と章属性とにのみ共通する項目は、用紙サイズ、用紙方向、Ｎ－ｕｐ印刷
指定、拡大縮小、排紙方法の５項目である。これらのうち、Ｎ－ｕｐ印刷指定属性は１印
刷ページに含まれる原稿ページ数を指定するための項目である。指定可能な配置としては
、１×１、１×２、２×２、３×３、４×４などがある。排紙方法属性は、排出した用紙
にステイプル処理を施すか否かを指定するための項目であり、この属性の有効性は使用す
る印刷装置がステイプル機能を有するか否かに依存する。
【００３４】
　ページ属性に固有の項目には、ページ回転属性、ズーム、配置指定、アノテーション、
ページ分割などがある。ページ回転属性は、原稿ページを印刷ページに配置する際の回転
角度を指定するための項目である。ズーム属性は、原稿ページの変倍率を指定するための
項目である。変倍率は、仮想論理ページ領域のサイズを１００％として指定される。仮想
論理ページ領域とは、原稿ページを、Ｎｕｐ等の指定に応じて配置した場合に、１原稿ペ
ージが占める領域である。例えば、１×１であれば、仮想論理ページ領域は１印刷ページ
に相当する領域となり、１×２であれば、１印刷ページの各辺を約７０パーセントに縮小
した領域となる。
【００３５】
　ブック、章、ページについて共通な属性としては、ウォーターマーク属性及びヘッダ・
フッタ属性がある。ここで、ウォーターマークとは、アプリケーションで作成されたデー
タに重ねて印刷される、別途指定される画像や文字列などである。ヘッダ・フッタは、そ
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れぞれ各ページの上余白及び下余白に印刷されるウォーターマークである。但し、ヘッダ
・フッタには、ページ番号や日時など変数により指定可能な項目が用意されている。尚、
ウォーターマーク属性およびヘッダ・フッタ属性において指定可能な内容は、章とページ
とは共通であるが、ブックはそれらと異なっている。ブックにおいてはウォーターマーク
やヘッダ・フッタの内容を設定できるし、また、ブック全体を通してどのようにウォータ
ーマークやヘッダ・フッタを印刷するかを指定することができる。一方、章やページでは
、その章やページにおいて、ブックで設定されたウォーターマークやヘッダ・フッタを印
刷するか否かを指定できる。
【００３６】
　＜ブックファイルの生成手順＞
　ブックファイルは上述したような構造及び内容を有している。次に、製本アプリケーシ
ョン１０４及び電子原稿ライタ１０２によるブックファイルの作成手順について説明する
。ブックファイルの作成手順は、製本アプリケーション１０４によるブックファイルの編
集操作の一環として実現される。
【００３７】
　図７は、製本アプリケーション１０４によりブックファイルを開く際の手順である。な
お、本願のフローチャートの各ステップは、ＣＰＵがフローチャートの処理に関連するプ
ログラムをメモリから読み出して実行することで実現される。
【００３８】
　まず製本アプリケーションは、開こうとするブックファイルが新規作成すべきものであ
るか、それとも既存のものであるか判定する（ステップＳ７０１）。新規作成の場合、製
本アプリケーションは、章を含まないブックファイルを新規に作成する（ステップＳ７０
２）。新規に作成されるブックファイルは、図３の例で示せば、ブックノード３０１のみ
有し、章のノードに対するリンクが存在しないブックのノードとなる。ブック属性は、新
規作成用としてあらかじめ用意された属性のセットが適用される。そして、製本アプリケ
ーションは、新規ブックファイルを編集するためのユーザインタフェース（ＵＩ）画面を
表示する（ステップＳ７０３）。図１１は、新規にブックファイルが作成された際のＵＩ
画面の一例である。この場合は、ブックファイルは実質的な内容を持たないため、ＵＩ画
面１１００には何も表示されない。
【００３９】
　一方、製本アプリケーションは、既存のブックファイルがあれば、指定されたブックフ
ァイルを開き（ステップＳ７０３）、そのブックファイルの構造、属性、内容に従ってユ
ーザインタフェース（ＵＩ）画面を表示する。図１０は、既存のブックファイルから指定
されたブックファイルを表示するＵＩ画面の一例である。ＵＩ画面１１００は、ブックの
構造を示すツリー部１１０１と、印刷された状態を表示するプレビュー部１１０２とを含
む。ツリー部１１０１には、ブックに含まれる章、各章に含まれるページが図３に示す（
Ａ）のような木構造で表示される。ツリー部１１０１に表示されるページは原稿ページで
ある。またプレビュー部１１０２には、印刷ページの内容が縮小されて表示される。その
表示順序はブックの構造を反映したものとなっている。
【００４０】
　さて、開かれたブックファイルには、電子原稿ライタ１０２によって電子原稿ファイル
に変換されたアプリケーションデータを、新たな章として追加することができる。この機
能を電子原稿インポート機能と呼ぶ。図７に示す手順によって新規に作成されたブックフ
ァイルに電子原稿インポートすることで、そのブックファイルには実体が与えられる。こ
の機能は、図１０の画面にアプリケーションデータをドラッグアンドドロップ操作するこ
とで起動される。
【００４１】
　図８に電子原稿インポートの手順を示す。まず、製本アプリケーションは、指定された
アプリケーションデータを生成したアプリケーションプログラムを起動し、デバイスドラ
イバとして電子原稿ライタ１０２を指定する。電子原稿ライタは、アプリケーションデー
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タを電子原稿データに変換する（ステップＳ８０１）。変換を終えたなら、製本アプリケ
ーションは、変換されたデータが画像データであるか否かを判定する（ステップＳ８０２
）。この判定は、ウインドウズＯＳの下であれば、アプリケーションデータのファイル拡
張子に基づいて行われる。例えば、拡張子が「ｂｍｐ」であればウインドウズビットマッ
プデータであり、「ｊｐｇ」であればｊｐｅｇ圧縮された画像データ、「ｔｉｆｆ」であ
ればｔｉｆｆ形式の画像データであると判定される。また、このような画像データの場合
はＳ８０１０のようにアプリケーションを起動せずに、画像データから直接電子原稿ファ
イルを生成することが可能であるため、Ｓ８０１０の処理を省略することも可能である。
【００４２】
　ここで、画像データでなかった場合、製本アプリケーションは、ステップＳ８０１で生
成された電子原稿ファイルを、現在開かれているブックファイルのブックに新たな章とし
て追加する（ステップＳ８０３）。章属性としては、ブック属性と共通するものについて
はブック属性の値がコピーされ、そうでないものについては、予め用意された規定値に設
定される。
【００４３】
　また、ステップＳ８０２で画像データである場合、製本アプリケーションは、原則とし
て新たな章を追加せず、指定されている章に、ステップＳ８０１で生成された電子原稿フ
ァイルに含まれる各原稿ページを追加する（ステップＳ８０４）。但し、ブックファイル
が新規作成されたファイルであれば、新たな章が作成されて、その章に属するページとし
て電子原稿ファイルの各ページが追加される。ページ属性は、上位層の属性と共通のもの
についてはその属性値が与えられ、アプリケーションデータにおいて定義された属性を電
子原稿ファイルに引き継いでいるものについてはその値が与えられる。例えば、Ｎｕｐ指
定などがアプリケーションデータにおいて指定されていた場合には、その属性値が引き継
がれる。このようにして、新規なブックファイルが作成され、あるいは、新規な章が追加
される。
【００４４】
　図９は、図８に示すステップＳ８０１において、電子原稿ライタ１０２により電子原稿
ファイルを生成させる手順のフローチャートである。まず、電子原稿ライタは、新たな電
子原稿ファイルを作成してそれを開く（ステップＳ９０１）。指定したアプリケーション
データに対応するアプリケーションを起動し、アプリケーションが電子原稿ライタをデバ
イスドライバとしてＯＳの出力モジュールに対して出力コマンドを送信する。出力モジュ
ールは、受信した出力コマンドを電子原稿ライタ１０２によって電子原稿形式のデータに
変換し、出力する（ステップＳ９０２）。電子原稿ライタは、指定されたデータ全てにつ
いて変換が終了したか判定し（ステップＳ９０３）、終了していれば電子原稿ファイルを
閉じる（ステップＳ９０４）。電子原稿ライタ１０２によって生成される電子原稿ファイ
ルは、図３の（Ｂ）に示される原稿ページデータの実体を含むファイルである。
【００４５】
　＜ブックファイルの編集＞
　以上のようにして、アプリケーションデータからブックファイルを作成することができ
る。生成されたブックファイルについては、章及びページに対して次のような編集操作が
可能である。
（１）新規追加
（２）削除
（３）コピー
（４）切り取り
（５）貼り付け
（６）移動
（７）章名称変更
（８）ページ番号名称振り直し
（９）表紙挿入
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（１０）合紙挿入
（１１）インデックス紙挿入
（１２）各原稿ページに対するページレイアウト。
【００４６】
　このほか、一旦行った編集操作を取り消す操作や、更に取り消した操作をやり直す操作
が可能である。これら編集機能により、例えば複数のブックファイルの統合、ブックファ
イル内で章やページの再配置、ブックファイル内で章やページの削除、原稿ページのレイ
アウト変更、合紙やインデックス紙の挿入などの編集操作が可能となる。これらの操作を
行うと、図４、図５に示す属性に操作結果が反映される。あるいはブックファイルの構造
に反映される。例えば、ブランクページの新規追加操作を行えば、指定された箇所にブラ
ンクページが挿入される。このブランクページは原稿ページとして扱われる。また、原稿
ページに対するレイアウトを変更すれば、その変更内容は、印刷方法やＮ－ｕｐ印刷、表
紙／裏表紙、インデックス紙、合紙、章区切りといった属性に反映される。
【００４７】
　＜ブックファイルの出力＞
　以上のように作成・編集されるブックファイルは、印刷出力を最終目的とするものであ
る。ここで、利用者が図１０に示した製本アプリケーションのＵＩ画面１１００からファ
イルメニューを選択し、そこから印刷を選択すると、指定した出力デバイスにより印刷出
力される。この際、まず製本アプリケーション１０４は、現在開かれているブックファイ
ルからジョブチケットを作成し、そのジョブチケットを電子原稿デスプーラ１０５に渡す
。一方、電子原稿デスプーラ１０５は、ジョブチケットをＯＳの出力コマンド、例えばウ
インドウズのＧＤＩ関数に変換し、それを出力モジュール、例えばＧＤＩに送信する。出
力モジュールは、指定されたプリンタドライバ１０６によってデバイスに適したコマンド
を生成し、そのデバイスに送信する。
【００４８】
　ここで、ジョブチケットは原稿ページを最小単位とする構造を有するデータである。ジ
ョブチケットにおける構造は、用紙上における原稿ページのレイアウトを定義している。
ジョブチケットは１ジョブにつき１つ発行される。そのため、まず最上位にドキュメント
というノードがあり、文書全体の属性、例えば両面印刷／片面印刷などが定義されている
。その下には、用紙ノードが属し、用いるべき用紙の識別子やプリンタにおける給紙口の
指定などの属性が含まれる。各用紙ノードには、その用紙で印刷されるシートのノードが
属する。１シートは１枚の用紙に相当する。各シートには、印刷ページ（物理ページ）が
属する。片面印刷ならば１シートには１物理ページが属し、両面印刷ならば１シートに２
物理ページが属する。各物理ページには、その上に配置される原稿ページが属する。また
物理ページの属性として、原稿ページのレイアウトが含まれる。
【００４９】
　電子原稿デスプーラ１０５は、上述のジョブチケットを、出力モジュールへの出力コマ
ンドに変換する。
【００５０】
　＜プレビュー表示の内容＞
　既に説明した通り、ブックファイルが製本アプリケーションによって開かれると、図１
０に示したユーザインタフェース画面１１００が表示される。ツリー部１１０１には、開
いているブック（以下、「注目ブック」と呼ぶ）の構造を示すツリーが表示される。プレ
ビュー部１１０２には、利用者の指定に応じて、３通りの表示方法が用意されている。
【００５１】
　まず、第１は原稿ページをそのまま表示する原稿ビューと呼ばれるモードである。この
原稿ビューモードでは、注目ブックに属する原稿ページの内容が縮小されたプレビュー画
像が表示される。尚、プレビュー部１１０２の表示にレイアウト等の印刷設定情報は反映
されない。
【００５２】
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　次に、第２は印刷ビューモードである。この印刷ビューモードでは、プレビュー部１１
０２にレイアウト等の印刷設定情報が反映された原稿ページ（または原稿ページを含む印
刷ページ）のプレビュー画像が表示される。
【００５３】
　そして、第３は簡易印刷ビューモードである。この簡易印刷ビューモードでは、各原稿
ページの内容はプレビュー部の表示には反映されず、レイアウトのみが反映される。
【００５４】
　次に前述したシステムにおける本発明の実施の形態を説明する。本発明では、用紙のサ
イズが変更される後処理方法が適用された場合のプレビュー画像の作成方法に関するもの
である。プレビュー部１１０２にプレビュー画像を表示する際、ユーザが印刷ビューモー
ドを選択すると、本発明で提案した方法でプレビュー画像作成処理が実施される。以下で
、本実施形態におけるプレビュー画像作成処理を図１２、図１３のフローチャートを用い
て説明する。
【００５５】
　図１２は、印刷ビューモード時において製本アプリケーションにより実行されるフロー
チャートである。
【００５６】
　まず、ステップ１２０１において製本アプリケーションは、プレビュー表示を行うデー
タのブック、章、ページの印刷設定情報を取得する。
【００５７】
　次に、ステップ１２０２において製本アプリケーションは、ステップ１２０１により取
得した印刷設定情報を用いて印刷するページ数を計算する。具体的には、印刷される原稿
ページ数が１０ページであり、全体設定として２ｉｎ１が設定されていれば、Ｓ１２０２
においてページ数が５ページと計算される。
【００５８】
　次に製本アプリケーションは、印刷するページ数分繰り返し処理を行い（Ｓ１２０３）
、印刷するＩページ目のプレビュー画像を作成する（Ｓ１２０４）。ステップ１２０５は
繰り返しの終端である。
【００５９】
　図１３は、製本アプリケーションによるプレビュー画像作成処理および表示制御処理の
詳細を示したフローチャートである。
【００６０】
　まず、ステップ１３０１において製本アプリケーションは、印刷ページとしての１ペー
ジ目に関する印刷設定情報を取得する。
【００６１】
　次に、ステップ１３０２において製本アプリケーションは、１ページ目の印刷ページに
配置される全ての原稿ページのページ画像を取得する。例えば、１ページ目の印刷設定情
報に「２ｉｎ１」が含まれていれば、文書データに含まれる論理ページとしての１ページ
目と２ページ目とのページ画像が取得される。
【００６２】
　次に、ステップ１３０３において製本アプリケーションは、ステップ１３０１で取得し
た印刷設定情報のうち後処理方法１と後処理方法２を除いた印刷設定情報と、ステップ１
３０２で取得したページ画像を用いて、印刷ページのプレビュー画像を作成する。例えば
Ａ４用紙に印刷することが設定されていた場合、Ａ４サイズのプレビュー画像が生成され
る。この時点では、後処理方法１と後処理方法２はプレビューに反映されていない。
【００６３】
　次に、ステップ１３０４において製本アプリケーションは、設定用紙サイズと設定用紙
位置を設定する。本ステップにおいて設定される設定用紙サイズは、Ｓ１３０１にて取得
した印刷設定情報に含まれる用紙サイズと同じサイズを指す。また、設定用紙位置は、左
上の座標位置を示す（０，０）を設定する。
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【００６４】
　次に、ステップ１３０５において製本アプリケーションは、後処理方法１の設定がある
か否かを調べ、設定があればステップ１３０６へと処理を進める。一方、後処理方法１の
設定がない場合、ステップ１３０８へと処理を進める。この処理は取得した印刷設定情報
において後処理方法１として後処理を実行することを示す情報（例えば、断裁：する）を
判定することにより実現される。
【００６５】
　次に、ステップ１３０６において製本アプリケーションは、後処理方法１を適用する位
置をプレビュー画像に反映させる。なお、Ｓ１３０６により表示されるプレビュー画像を
第１プレビュー画像と呼ぶこともある。具体的には、例えば後処理方法１が「断裁」であ
れば、断裁位置を示すトンボ画像（断裁マーク）がプレビュー画像に反映され、後処理方
法１が「折り」であれば、折り位置を示す画像がプレビュー画像に反映される。また、後
処理方法１が適用される位置は、Ｓ１３０４にて設定された設定用紙サイズと後処理方法
１に含まれる後処理後（例えば断裁後）のサイズとを用いて計算される。具体例は図１４
にて後述する。
【００６６】
　次に、ステップ１３０７において製本アプリケーションは、後処理方法１の設定情報に
従い設定用紙サイズと設定用紙位置を変更する。具体的には設定用紙サイズを後処理方法
１が適用された後のサイズに変更し、設定用紙位置を後処理方法１が適用された後のサイ
ズにおける原点となる位置に変更する。具体例は図１４にて後述する。
【００６７】
　次に、ステップ１３０８において製本アプリケーションは、後処理方法２の設定がある
かどうか調べ、設定があればステップ１３０９の処理を行う。設定がない場合は印刷ペー
ジ用のプレビュー画像作成処理を終了する。なおＳ１３０８の処理はＳ１３０５と同じで
あるため詳細な説明は省略する。
【００６８】
　次に、ステップ１３０９において製本アプリケーションは、後処理方法２の設定情報の
反映位置を、設定用紙位置を用いて補正して、後処理方法１および２の設定情報をプレビ
ュー画像に反映する。なお、Ｓ１３０９により表示されるプレビュー画像を第２プレビュ
ー画像と呼ぶこともある。
【００６９】
　図１３の処理を図１４を用いて具体的に説明する。Ｓ１３０１において「印刷方法：片
面、用紙サイズ：Ａ４、用紙方向：縦」、「後処理方法１　断裁：する、断裁サイズ：Ｂ
５」、「後処理方法２　クリース：する、位置：（用紙上端から）５０ｍｍ」という印刷
設定情報が取得された場合について説明する。
【００７０】
　図１４は、上記設定を反映した１ページ目の印刷ページのプレビュー画像である。
【００７１】
　プレビュー画像（ａ）は、ステップ１３０３の処理により作成されたプレビュー画像で
ある。後処理方法１と後処理方法２の設定が反映されていないため、「印刷方法：片面」
「用紙サイズ：Ａ４」「用紙方向：縦」のみが反映され、プレビュー画像１４０１が表示
される。従って、ステップ１３０４では、設定用紙サイズがＡ４、設定用紙位置が（０，
０）と設定される。
【００７２】
　次にプレビュー画像（ｂ）は、ステップ１３０６の処理により後処理方法１の断裁処理
が適用される位置までが反映されたプレビュー画像である。後処理方法１の設定情報は「
断裁：する」「断裁サイズ：Ｂ５」である。
【００７３】
　そのため、用紙サイズＡ４の中央に断裁後のサイズであるＢ５サイズのプレビュー画像
が配置されるように位置が計算され、その計算された位置に基づいて断裁位置を示すトン
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ボ画像１４０２が描画される。なお、Ａ４サイズが２１０×２９７ｍｍであり、Ｂ５サイ
ズが１８２×２５７ｍｍであるため、Ａ４の中央にＢ５が配置されるためには、Ｂ５サイ
ズのプレビュー画像の左上がＡ４における（１４，２０）の位置に配置されれば良い。
【００７４】
　そして製本アプリケーションは上記位置を決定することで他の３点の位置も決定でき、
各位置にトンボを描画することで図１４（ｂ）のプレビュー画像が表示される。
【００７５】
　その結果、Ｓ１３０７では、設定用紙サイズがＡ４サイズからＢ５サイズに変更され、
設定用紙位置が（０，０）から（１４，２０）に変更される。
【００７６】
　次にプレビュー画像（ｃ）は、ステップ１３０９の処理により後処理方法２のクリース
設定が反映されたプレビュー画像である。設定用紙サイズがＢ５、設定用紙位置が（１４
，２０）であるので、製本アプリケーションは両者を用いて後処理方法２のクリースが実
行される位置を示すプレビュー画像を表示する。
【００７７】
　具体的には、後処理方法２は「クリース：する」「クリース位置：（用紙上端から）５
０ｍｍ」であるため、Ｙ方向のみ補正が行われ、断裁前の用紙サイズのプレビュー画像の
上端から７０ｍｍの位置にクリース線１４０４が表示される。つまり、製本アプリケーシ
ョンは、設定用紙位置（１４，２０）のＹ座標に基づいて「クリース位置：（用紙上端か
ら）５０ｍｍ」を反映するため、断裁前の用紙サイズのプレビュー画像の上端から７０ｍ
ｍの位置にクリース線１４０４を表示する。また、断裁後のサイズを示す枠１４０３がプ
レビュー画像に表示される。
【００７８】
　プレビュー画像（ｃ）が最終的な印刷ページのプレビューとして、プレビュー部１１０
２に表示される。
【００７９】
　この結果、従来は断裁前の用紙サイズの上端から５０ｍｍの位置にクリース位置が表示
されていたが、本願処理を実行することにより断裁後の用紙サイズの上端から５０ｍｍの
位置（断裁前の用紙サイズの上端から７０ｍｍの位置）にクリース位置が描画される。
【００８０】
　なお、図１４（ａ）－（ｃ）は、ユーザが後処理を設定する度に切り替えられても良い
し、ユーザの指示により切り替えられても良い。
【００８１】
　例えば、ユーザが第１後処理方法に関する設定情報を設定することに従い図１４（ｂ）
が表示され、第２後処理方法に関する設定情報を設定することに従い図１４（ｃ）が表示
される。
【００８２】
　また、ユーザが第１および第２後処理方法に関する設定情報を設定した後、第１後処理
が適用されたプレビュー画像の表示指示に従い図１４（ｂ）が表示され、第２後処理が適
用されたプレビュー画像の表示指示に従い図１４（ｃ）が表示される。この方法では、例
えば、ユーザが第１および第２後処理方法に関する設定情報を設定することに従い図１４
（ｃ）が表示された後に、ユーザの指示に従って図１４（ｂ）を表示することもできる。
【００８３】
　また、図１５（ａ）－（ｃ）のように実際に断裁した後のサイズでプレビュー画像が表
示されても良い。
【００８４】
　上述したニアラインフィニッシャを使用する場合、印刷ジョブがプリンタに送信される
と共に、その印刷ジョブと同じジョブＩＤが付与された後処理情報がニアラインフィニッ
シャに送信される。
【００８５】
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　ユーザは、印刷物をニアラインフィニッシャへ運び、ニアラインフィニッシャに当該印
刷物のジョブＩＤを入力する。この入力に従い、ニアラインフィニッシャは、当該ジョブ
ＩＤに対応する後処理情報をメモリから読み出し、後処理情報に基づく後処理を実行する
。ここで、ユーザが誤ったジョブＩＤをニアラインフィニッシャに入力しないように、印
刷物の先頭にジョブＩＤが印刷されたジョブ情報シートが印刷される。このジョブ情報シ
ートもプレビュー対象として表示することはできるが、ジョブ情報シートには後処理は適
用されないので、後処理が適用されないジョブ情報シートのプレビュー画像と後処理が適
用された印刷ページのプレビュー画像とが表示される。
【００８６】
　以上の手順により、用紙サイズが変更される断裁のような後処理（第１後処理）を実行
した後に、他の後処理（第２後処理）が実行される位置を識別可能なプレビュー画像（図
１４（ｃ））が作成される。そのため、ユーザは図１４（ｃ）を確認しながら、第２後処
理の位置を変更することが可能となる。
【００８７】
　なお本願の説明では、後処理方法１として断裁設定を例として挙げたが、折りなど後処
理実行後に用紙サイズが変更する後処理方法であっても、本発明は適用可能である。
【００８８】
　また、本発明は、以下の処理を実行することによっても実現される。即ち、上述した実
施形態の機能を実現するソフトウェア（プログラム）を、ネットワーク又は各種記憶媒体
を介してシステム或いは装置に供給し、そのシステム或いは装置のコンピュータ（または
ＣＰＵやＭＰＵ等）がプログラムを読み出して実行する処理である。この場合、そのプロ
グラム、及び該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。
【符号の説明】
【００８９】
　１００　ホストコンピュータ
　１０１　一般アプリケーション
　１０２　電子原稿ライタ
　１０３　電子原稿ファイル
　１０４　製本アプリケーション
　１０５　電子原稿デスプーラ
　１０６　プリンタドライバ
　１０７　プリンタ
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