
JP 4545201 B2 2010.9.15

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ウェブブラウザーから提供されるウェブ印刷ビューアーと別個に動作するウェブ印刷専
用ビューアーをウェブユーザーのＰＣに搭載する段階と；
　ウェブブラウザーを駆動して特定のウェブサーバーのウェブサイトに接続して、ウェブ
ユーザーのウェブブラウザーが当該ウェブサイトの特定ウェブページをウェブユーザーの
ＰＣにダウンロードする段階と；
　前記ウェブブラウザーが、モニタに表示されるウェブページに対する印刷要求を受け付
ける段階と；
　前記印刷要求によって前記ウェブ印刷専用ビューアーが駆動されて、前記ウェブページ
の縦軸の開始位置から縦軸の終了位置まで該当のウェブページをスクロールキャプチャー
し、横軸の開始位置から横軸の終了位置まで該当のウェブページをスクロールキャプチャ
ーしてウェブページのイメージをビットマップ方式で生成する段階と；
　前記ウェブページのイメージの横方向の大きさが前記ウェブブラウザーの横方向の印刷
領域の大きさを超過すると、前記ウェブ印刷専用ビューアーが前記ウェブページのイメー
ジの横方向の大きさを前記ウェブブラウザーに設定された横方向の印刷領域に合わせるよ
うに自動調節し、前記ウェブページのイメージの縦方向の大きさが前記ウェブブラウザー
に設定された縦方向の印刷領域の大きさを超過すると、前記ウェブ印刷専用ビューアーが
前記ウェブページのイメージの縦方向の大きさを前記ウェブブラウザーの縦方向の印刷領
域に合わせるように複数のウェブページのイメージに分離する段階と；
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　前記複数のウェブページのイメージの中で一番目のウェブページのイメージを前記ウェ
ブ印刷専用制御窓に表示し、残りのウェブページのイメージ等は前記ウェブ印刷専用制御
窓の印刷メニューでページ移動ボタンが選択される時毎に順次に表示されるようにする段
階と；
　前記ウェブ印刷専用制御窓にウェブページのイメージが表示された状態で、前記印刷メ
ニューで印刷ボタンが選択されると前記ウェブ印刷専用ビューアーがウェブユーザーのＰ
Ｃと連動するプリンターを通じて印刷する段階；
　からなることを特徴とするウェブページの印刷方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明はウェブページの印刷方法に関し、詳しくはウェブページの大きさをウェブブラ
ウザーの印刷領域に合わせるように自動調節してウェブページを印刷する、又はウェブブ
ラウザーの印刷領域に合わせるように大きさが自動調節されたウェブページの内容の中で
の一部を選択して印刷する方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般に一番広く利用されるウェブページの印刷方法はウェブユーザーがウェブブラウザ
ーを駆動して特定のウェブサイトに接続した状態で前記ウェブブラウザーから提供される
印刷メニューを選択して前記ウェブブラウザーで基本的に設定された印刷用紙の印刷領域
によって特定のウェブページを印刷する方法である。
【０００３】
　しかし、このようにウェブブラウザーから提供される印刷メニューを選択して特定のウ
ェブページを印刷する方法は前記ウェブページの大きさと関係なく、前記ウェブブラウザ
ーで基本的に設定された縦方向の印刷用紙の印刷領域に限定して前記ウェブページを印刷
するので、前記ウェブページの大きさがウェブブラウザーの印刷用紙の印刷領域より大き
い場合には出力用紙に前記ウェブページの特定の領域、例えば、ウェブページの右側端の
部分が切られた状態で印刷される問題点があり、その結果、出力用紙を無駄遣いするだけ
でなく、ウェブユーザーの立場で相当なストレスを受ける。
【０００４】
　実際に、図１と図２に示すように、ウェブブラウザーの一種であるマイクロソフトイン
ターネットエクスプローラから提供される印刷メニューを利用して印刷したヤフージャパ
ン(http://www.yahoo.co.jp/)というポータルサイトのホームページは右側端の部分が切
られた状態で２枚のＡ４用紙に印刷されることが分かる。
【０００５】
　一方、前記のように特定のウェブページの右側端の部分が切られた状態で印刷される問
題点は前記ウェブブラウザーで基本的に設定された縦方向の印刷用紙を横方向に変更する
とか、縱方向の印刷用紙の印刷領域を変更することによって解決することができる。
【０００６】
　しかし、この場合ウェブユーザーがウェブページを印刷する毎にウェブブラウザーの印
刷メニューを選択して印刷用紙の方向と印刷領域を変更(例えば、右側余白減らし)しなけ
ればならない面倒さがあり、たとえ縱方向の印刷用紙を横方向に変更しても印刷用紙の大
きさに比べて横長さがもっと長いウェブページを印刷する場合には右側端の部分が切られ
た状態で印刷される問題点を依然として解消することができない。
【０００７】
　また、従来のウェブブラウザーから提供される印刷メニューを選択して特定のウェブペ
ージを印刷する方法はウェブページの全体内容の中でウェブユーザーが必要とする一部の
内容だけを印刷するためには、マウスを操作して該当の内容をコピーしてから、ＭＳワー
ドやハングル２００２等のような別の文書作成機で「貼り付け」を行った後、印刷をしな
ければならない面倒さがあった。
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【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　本発明は、前記した従来の問題点を解決するためのことであって、本発明の目的はウェ
ブユーザーがウェブブラウザーを駆動して特定のウェブサイトに接続した状態で該当のウ
ェブサイトの特定のウェブページに対して印刷を要求するとウェブブラウザーから提供さ
れるウェブ印刷ビューアーと別個に動作するウェブ印刷専用ビューアーが動作して前記ウ
ェブページをスクロールキャプチャーして現在のウェブページの大きさを前記ウェブブラ
ウザーの印刷領域に合わせるように自動調節したウェブページのイメージを生成してウェ
ブ印刷専用制御窓に表示し、前記ウェブ印刷専用制御窓の印刷メニューで印刷ボタンが選
択されると前記ウェブブラウザーの印刷領域に合わせるように大きさが自動調節されたウ
ェブページを印刷し、前記印刷メニューで選択領域ボタンが選択された後、前記ウェブペ
ージのイメージで特定の領域が選択されると前記ウェブブラウザーの印刷領域に合わせる
ように大きさが自動調節されたウェブページの内容の中で前記選択された領域に該当する
内容だけを含むウェブページを印刷するウェブページの印刷方法を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　前記のような本発明の目的を達成するために、本発明によるウェブページの印刷方法は
、ウェブユーザーがウェブブラウザーを駆動して特定のウェブサーバーのウェブサイトに
接続した状態で該当のウェブサイトの特定のウェブページに対して印刷を要求する段階と
;
印刷の要求があれば、該当のウェブサイトのウェブサーバーがウェブユーザーのＰＣにウ
ェブ印刷専用ビューアーをダウンロードする段階; 
前記ウェブユーザーのＰＣにダウンロードされたウェブ印刷専用ビューアーがウェブブラ
ウザーから提供されるウェブ印刷ビューアーと別個に自動動作して前記ウェブページをス
クロールキャプチャーして現在のウェブページの大きさを前記ウェブブラウザーの印刷領
域に合わせるように自動調節した初期ウェブページのイメージを生成する段階;
前記ウェブ印刷専用ビューアーが前記初期ウェブページのイメージの大きさが前記ウェブ
ブラウザーの印刷用紙の大きさを超過するかどうかを判断する段階; 
前記初期ウェブページのイメージの大きさが前記ウェブブラウザーの印刷用紙の大きさを
超過しなければ、前記ウェブ印刷専用ビューアーが前記初期ウェブページのイメージをウ
ェブ印刷専用制御窓に表示する段階; 
前記初期ウェブページのイメージの大きさが前記ウェブブラウザーの印刷用紙の大きさを
超過すれば、前記ウェブ印刷専用ビューアーが前記初期ウェブページのイメージを複数の
ウェブページのイメージに分離させた後、前記複数のウェブページのイメージの中で一番
目のウェブページのイメージを前記ウェブ印刷専用制御窓に表示し、残りのウェブページ
のイメージ等は前記ウェブ印刷専用制御窓の印刷メニューでページ移動ボタンが選択され
る毎に順次に表示されるようにする段階; 
及び前記ウェブ印刷専用制御窓にウェブページのイメージが表示された状態で前記印刷メ
ニューで印刷ボタンが選択されると、前記ウェブ印刷専用ビューアーが前記ウェブブラウ
ザーの印刷領域に合わせるように大きさが自動調節されたウェブページをウェブユーザー
のＰＣと連動するプリンターを通じて印刷する段階からなる。
【００１０】
　さらに、前記のような本発明の目的を達成するために、本発明によるウェブページの印
刷方法は、前記ウェブ印刷専用制御窓の印刷メニューで選択領域ボタンが選択された後、
前記ウェブ印刷専用制御窓に表示されたウェブページのイメージで特定の領域が選択され
ると前記ウェブ印刷専用ビューアーが前記ウェブブラウザーの印刷領域に合わせるように
大きさが自動調節されたウェブページの内容の中で前記選択された領域に該当する内容だ
けを含むウェブページをウェブユーザーのＰＣと連動するプリンターを通じて印刷する段
階を含む。



(4) JP 4545201 B2 2010.9.15

10

20

30

40

50

【００１１】
　さらに、前記のような本発明の目的を達成するために、本発明によるウェブページの印
刷方法は、前記初期ウェブページのイメージの大きさが前記ウェブブラウザーの印刷用紙
の大きさを超過することによって前記ウェブ印刷専用ビューアーが前記初期ウェブページ
のイメージを複数のウェブページのイメージに分離させた後、前記複数のウェブページの
イメージの中で一番目のウェブページのイメージが前記ウェブ印刷専用制御窓に表示され
た状態で、前記ウェブ印刷専用制御窓の印刷メニューでページ設定ボタンが選択された後
、ページ設定メニューのページの高さに合わせボタンが選択されてから、前記印刷ボタン
が選択されると、前記複数のウェブページのイメージに分離された初期ウェブページのイ
メージを一つのウェブページのイメージに合わせてウェブユーザーのＰＣと連動するプリ
ンターを通じて一つの印刷用紙に印刷する段階を含む。
【００１２】
　さらに、前記のような本発明の目的を達成するために、本発明によるウェブページの印
刷方法は、前記ウェブ印刷専用制御窓にウェブページのイメージが表示された状態で、前
記印刷メニューで保存ボタンが選択されると、前記ウェブ印刷専用ビューアーが前記ウェ
ブブラウザーの印刷領域に合わせるように大きさが自動調節されたウェブページをウェブ
ユーザーのＰＣに特定のイメージファイルとして保存する段階を含む。
【発明の効果】
【００１３】
　前述したような本発明によると、従来のウェブページの印刷時に右側端の部分が切られ
た状態で印刷される問題点を解消することだけではなく、別の文書作成機を使用しなくて
もウェブページの全体内容の中でウェブユーザーが必要とする一部の内容だけを容易に選
択的に印刷することができる。
【００１４】
　以上で説明したことは本発明によるウェブページの印刷方法を行うための一つの実験例
に過ぎないことであって、本発明は前述した実験例に限定されるものでなく、以下の特許
請求の範囲で請求する本発明の要旨を逸脱しないで、本発明が属する分野で通常の知識を
有する者なら誰でも多様な変更実施が可能な範囲まで適用される。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
　以下、本発明の望ましい実験例を添付した図面を参照してより詳しく説明する。
【００１６】
　図３に示す本発明によるウェブページの印刷方法はインターネットを通じて特定のウェ
ブサーバーが運用するウェブサイトに接続可能で、プリンターと連動可能なウェブユーザ
ーのＰＣで実行され、前記ウェブサイトに含まれるすべてのウェブページにはウェブユー
ザーが本発明による方法によってウェブページの印刷を要求することができる印刷要求ボ
タンが表示されることを前提とする。
【００１７】
　最初に、ウェブユーザーが自分のＰＣに搭載されたウェブブラウザーを駆動して特定の
ウェブサーバーのウェブサイトに接続した状態で該当のウェブサイトの特定のウェブペー
ジに表示される印刷要求ボタンを選択して該当のウェブページに対して印刷を要求すると
(S１０)、前記ウェブサーバーはウェブユーザーのＰＣに本発明によるウェブページの印
刷方法を行うためのプログラムであるウェブ印刷専用ビューアーをダウンロードする(S２
０)。
【００１８】
　これによって、前記ウェブユーザーのＰＣにダウンロードされた前記ウェブ印刷専用ビ
ューアーは従来のウェブブラウザーから提供されるウェブ印刷ビューアーと別個に自動動
作して前記ウェブページの縦軸の開始位置から縦軸の終了位置まで該当のウェブページを
スクロールキャプチャーし、横軸の開始位置から横軸の終了位置まで該当のウェブページ
をスクロールキャプチャーして得た現在のウェブページの大きさを前記ウェブブラウザー
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の印刷用紙の印刷領域に合わせるように自動調節した初期ウェブページのイメージをビッ
トマップ方式によって生成する(S３０)。
【００１９】
　次いで、前記のようにスクロールキャプチャーされる現在のウェブページは、１枚の出
力用紙に印刷可能な大きさであるとか図１と図２に示すように２枚の出力用紙に印刷可能
な大きさであるかもしれないので、前記ウェブ印刷専用ビューアーは前記初期ウェブペー
ジのイメージの大きさが前記ウェブブラウザーで基本的に設定された印刷用紙(例えば、
Ａ４用紙)の大きさを超過するかどうかを判断する(S４０)。
【００２０】
　もし、前記初期ウェブページのイメージの大きさが前記ウェブブラウザーの印刷用紙の
大きさを超過しなければ、前記ウェブ印刷専用ビューアーは前記初期ウェブページのイメ
ージを図４に示すようなウェブ印刷専用制御窓に表示し(S５０)、この場合には現在のウ
ェブページがウェブブラウザーで基本的に設定された印刷用紙(例えば、Ａ４用紙)１枚で
印刷可能な大きさに該当する。
【００２１】
　これと違って、もし前記初期ウェブページのイメージの大きさが前記ウェブブラウザー
の印刷用紙の大きさを超過すると、前記ウェブ印刷専用ビューアーは前記初期ウェブペー
ジのイメージを複数のウェブページのイメージに分離した後(S６０)、前記複数のウェブ
ページのイメージの中で一番目のウェブページのイメージを前記ウェブ印刷専用制御窓に
表示し、残りのウェブページのイメージ等は前記ウェブ印刷専用制御窓の印刷メニューで
ページ移動ボタンが選択される毎に順次に表示する(S７０)。この場合は現在のウェブペ
ージが図１と図２に示すように、ウェブブラウザーで基本的に設定された印刷用紙(例え
ば、Ａ４用紙)を２枚以上必要とする大きさに該当する。
【００２２】
　参照として、図４に示す前期ウェブ印刷専用制御窓はページ移動ボタン(|＜、＜、＞、
＞|)と、ページ拡大/縮小ボタン(＋、―)、ページ設定ボタン、印刷ボタン、保存ボタン
、選択領域ボタンを含む印刷メニュー部分とウェブページのイメージを表示する表示窓部
分に区分される。
【００２３】
　前記ページ移動ボタン(|＜、＜、＞、＞|)は前記初期ウェブページのイメージを複数の
ウェブページのイメージに分離して形成された複数のウェブページのイメージを選択して
表示する機能を提供し、前記ページ拡大/縮小ボタン(＋、―)は現在の表示窓部分に表示
されたウェブページのイメージを拡大あるいは縮小して表示する機能を提供する。
【００２４】
　前記ページ設定ボタンは現在の表示窓部分に表示されたウェブページのイメージをペー
ジ幅に合わせ、ページ高さに合わせ、ページに合わせ、実際の大きさ等に多様に設定する
機能を提供し、前記印刷ボタンはウェブページのイメージを印刷する機能を提供する。
【００２５】
　前記保存ボタンは前記ウェブページのイメージをウェブユーザーのＰＣに特定のイメー
ジファイルとして保存する機能を提供し、前記選択領域ボタンは前記ウェブページのイメ
ージの中でウェブユーザーが選択した領域だけを印刷する機能を提供する。
【００２６】
　前記のようにウェブブラウザーで基本的に設定された印刷用紙(例えば、Ａ４用紙)１枚
あるいは２枚以上に印刷可能な大きさのウェブページのイメージが前記ウェブ印刷専用制
御窓に表示された状態で(S５０，S７０)、ウェブユーザーが前記印刷ボタンを選択すると
(S８０)、前記ウェブ印刷専用ビューアーは前記ウェブブラウザーの印刷領域に合わせる
ように大きさが自動調節されたウェブページをウェブユーザーのＰＣと連動するプリンタ
ーを通じて印刷する(S９０)。
【００２７】
　この時、前記ウェブブラウザーで基本的に設定された印刷用紙(例えば、Ａ４用紙)１枚
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に印刷可能な大きさの現在のウェプページに対応する初期ウェブページのイメージは図４
に示すように右側端の部分が切られていない完全な状態で１枚の印刷用紙に印刷され、前
記ウェブブラウザーで基本的に設定された印刷用紙(例えば、Ａ４用紙)２枚以上に印刷可
能な大きさの現在のウェプページに対応して複数のウェブページのイメージに分離される
初期ウェブページのイメージは図１や図２と違って、右側端の部分が切られなかった完全
な状態で２枚以上の印刷用紙に印刷される。
【００２８】
　以下、本発明によるウェブページの印刷方法の付加的な機能に対して詳しく説明する。
一つ目に、前記のようにウェブブラウザーで基本的に設定された印刷用紙(例えば、Ａ４
用紙)１枚あるいは２枚以上に印刷可能な大きさのウェブページのイメージが前記ウェブ
印刷専用制御窓に表示された状態で(S５０、S７０)、ウェブユーザーが前記印刷ボタンを
直ちに選択しないで(S８０)、先に前記ウェブ印刷専用制御窓の印刷メニューで選択領域
ボタンを選択した後、マウスを操作して前記ウェブ印刷専用制御窓に表示されたウェブペ
ージのイメージで特定の領域を選択した後(S１００)、前記印刷ボタンを選択すると(S８
０)、前記ウェブ印刷専用ビューアーは前記ウェブブラウザーの印刷領域に合わせるよう
に大きさが自動調節されたウェブページの内容の中で前記選択された領域に該当する内容
だけを含むウェブページをウェブユーザーのＰＣと連動するプリンターを通じて印刷する
(S９０)。
例えば、図４に示すようにa、b、c、d、eという内容を含む特定のウェブページのイメー
ジが前記ウェブ印刷専用制御窓に表示された状態で(S５０、S７０)、ウェブユーザーが前
記選択領域ボタンを選択した後、マウスを操作して前記ウェブ印刷専用制御窓に表示され
たウェブページのイメージで特定の領域bを選択してから(S１００)前記印刷ボタンを選択
すると(S８０)、前記ウェブ印刷専用ビューアーは図５に示すように、前記ウェブブラウ
ザーの印刷領域に合わせるように大きさが自動調節されたウェブページの内容の中で前記
選択された領域bに該当する内容だけを含むウェブページをウェブユーザーのＰＣと連動
するプリンターを通じて印刷する(S９０)。
これによって、ウェブユーザーは特定のウェブページを印刷する時、自分が必要とする内
容だけを選択して印刷することができる。
二番目に、図１と図２に示す例と類似するように、前記ウェブブラウザーで基本的に設定
された印刷用紙(例えば、Ａ４用紙)２枚以上に印刷可能な大きさのウェブページのイメー
ジが前記ウェブ印刷専用制御窓に表示された状態、すなわち前記初期ウェブページのイメ
ージの大きさが前記ウェブブラウザーの印刷用紙(例えば、Ａ４用紙)の大きさを超過する
ことによって前記ウェブ印刷専用ビューアーが前記初期ウェブページのイメージを２枚以
上のウェブページのイメージに分離した後、前記２枚以上のウェブページのイメージの中
で一番目のウェブページのイメージを前記ウェブ印刷専用制御窓に表示した状態で(S７０
)、ウェブユーザーが前記印刷ボタンを直ちに選択しないで(S８０)、先に前記ウェブ印刷
専用制御窓の印刷メニューでページ設定ボタンを選択した後、表示されるページ設定メニ
ュー(例えば、前記したページ幅に合わせ、ページ高さに合わせ、ページに合わせ、実際
の大きさ等)の中で、ページ高さに合わせボタンを選択してから(S１１０)、前記印刷ボタ
ンを選択すると(S８０)、前記ウェブ印刷専用ビューアーは前記２枚以上のウェブページ
のイメージに分離された初期ウェブページのイメージを１枚のウェブページのイメージに
合わせてウェブユーザーのＰＣと連動するプリンターを通じて１枚の印刷用紙に印刷する
(S９０)。
三番目に、前記のようにウェブブラウザーで基本的に設定された印刷用紙(例えば、Ａ４
用紙)１枚あるいは２枚以上に印刷可能な大きさのウェブページのイメージが前記ウェブ
印刷専用制御窓に表示された状態で(S５０、S７０)、ウェブユーザーが前記印刷ボタンを
直ちに選択しないで(S８０)、先に前記ウェブ印刷専用制御窓の印刷メニューで保存ボタ
ンを選択すると(S１２０)、前記ウェブ印刷専用ビューアーは前記ウェブブラウザーの印
刷領域に合わせるように大きさが自動調節されたウェブページをウェブユーザーのＰＣに
特定のイメージファイル(例えば、bmpファイル、tifファイル、jpegファイル、pdfファイ
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これによって、ウェブユーザーは特定のウェブページに接続しなくても前記ＰＣに保存さ
れた特定のイメージファイルを呼び出して前記特定のウェブページを必要とする時毎に印
刷することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２９】
【図１】マイクロソフトインターネットエクスプローラーから提供される印刷メニューを
利用して印刷したヤフージャパン(http://www.yahoo.co.jp/)のホームページ。
【図２】マイクロソフトインターネットエクスプローラーから提供される印刷メニューを
利用して印刷したヤフージャパン(http://www.yahoo.co.jp/)のホームページ。
【図３】本発明によるウェブページの印刷方法を示すフローチャート。
【図４】本発明によるウェブ印刷專用制御窓に表示されるウェブページのイメージを示す
実験例。
【図５】本発明によるウェブ印刷專用制御窓に表示されるウェブページのイメージを示す
他の実験例。

【図１】 【図２】
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