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(57)【要約】
【課題】文書結合前後の電子文書のセキュリティ情報を
低コストで管理することができる画像形成装置を提供す
る。
【解決手段】この画像形成装置は、入力された電子文書
を蓄積保存する記憶手段と、記憶手段に蓄積保存された
複数の電子文書を結合する結合手段（ステップＳ１６０
２）と、電子文書に複数の属性情報を付与し、結合手段
によって電子文書を結合する際に前記属性情報を更新す
る手段（ステップＳ１６０３～ステップＳ１６０５）と
を備える。
【選択図】図１０
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　入力された電子文書に属性情報を付加して蓄積保存する記憶手段と、
　記憶手段に蓄積保存された電子文書のうちの何れか複数を結合して結合電子文書を生成
するする結合手段と、
　前記結合手段によって結合された結合電子文書の属性情報を、結合される複数の電子文
書の各々の属性情報に基づいて付加する付加手段と、を備えることを特徴とする画像処理
装置。
【請求項２】
　前記属性情報は、電子文書のセキュリティレベルを示すセキュリティレベル情報を含む
ことを特徴とする請求項１に記載の画像処理装置。
【請求項３】
　前記付加手段は、前記結合電子文書の属性情報を該電子文書のページ単位で付加するこ
とを特徴とする請求項１又は２に記載の画像処理装置。
【請求項４】
　前記付加手段は、前記結合電子文書のセキュリティレベル情報を該電子文書のページ単
位で付加する場合に、結合後の電子文書の総ページ数に対するセキュリティレベル情報の
ページ比率に基づいて決定したセキュリティレベル情報を付加することを特徴とする請求
項３に記載の画像処理装置。
【請求項５】
　前記結合手段によって電子文書を結合する際に、結合される電子文書のセキュリティレ
ベル情報のうちの最も高いセキュリティレベルを結合後の電子文書に設定して保管する手
段を備えることを特徴とする請求項１～３のいずれか一項に記載の画像処理装置。
【請求項６】
　更に、前記属性情報の設定画面を表示する表示手段を備えることを特徴とする請求項１
～５のいずれか一項に記載の画像処理装置。
【請求項７】
　前記属性情報は、電子文書の有効期限情報を含むことを特徴とする請求項１～６のいず
れか一項に記載の画像処理装置。
【請求項８】
　前記付加手段は、前記結合電子文書の有効期限を、結合される複数の電子文書の有効期
限のうちの最も新しい日付を付加することを特徴とする請求項７に記載の画像処理装置。
【請求項９】
　更に、電子文書の消去時に有効期限内か否かを判断する手段と、
　前記電子文書が有効期限内であると判断された場合に、該電子文書の消去処理を不能に
する手段とを備えることを特徴とする請求項７又は８に記載の画像処理装置。
【請求項１０】
　前記属性情報は、文書の種類情報を含むことを特徴とする請求項１～９のいずれか一項
に記載の画像処理装置。
【請求項１１】
　前記付加手段は、電子文書の文書の種類情報に基づいて異なる有効期限情報を前記電子
文書の作成日時に加算して有効期限情報を更新する手段を備えることを特徴とする請求項
１０に記載の画像処理装置。
【請求項１２】
　入力された電子文書に属性情報を付加して記憶手段に蓄積保存する記憶工程と、
　記憶手段に蓄積保存された電子文書のうちの何れか複数を結合して結合電子文書を生成
するする結合工程と、
　前記結合工程で結合された結合電子文書の属性情報を、結合される複数の電子文書の各
々の属性情報に基づいて付加する付加工程と、を備えることを特徴とする画像処理装置に
おける文書結合方法。
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【請求項１３】
　画像処理装置における文書結合方法を画像処理装置に実行させるための制御プログラム
であって、前記方法は、
　入力された電子文書に属性情報を付加して記憶手段に蓄積保存する記憶工程と、
　記憶手段に蓄積保存された電子文書のうちの何れか複数を結合して結合電子文書を生成
するする結合工程と、
　前記結合工程で結合された結合電子文書の属性情報を、結合される複数の電子文書の各
々の属性情報に基づいて付加する付加工程と、を備えることを特徴とする制御プログラム
。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、例えば、画像データやプリントジョブ等の電子文書のセキュリティ情報を管
理するために付加された属性情報を処理する画像処理装置、画像処理装置における文書結
合方法、及び制御プログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　画像形成装置の読取手段でスキャンした画像や、ネットワークに接続されたクライアン
トＰＣ側のプリントドライバから送信されたプリントジョブ等をハードディスク等の記憶
装置に蓄積することが行われている。記憶装置に蓄積されたスキャン画像データやプリン
トジョブ等の複数の電子文書を１つの電子文書として結合する文書結合機能を有する画像
形成装置が提案されている（特許文献１参照）。
【０００３】
　また、電子文書のセキュリティ情報を管理する方法として、画像形成装置の読取手段で
スキャンした画像や画像形成装置に投入されるプリントジョブ等が記憶装置に保管される
時点でアクセス権グループとパスワードとを設定する技術が提案されている。この提案で
は、記憶装置から電子文書を読み出して印刷する際に、アクセス権グループのユーザであ
ることを確認し、また、正しいパスワードが入力されたことを確認することで印刷が許可
される。
【特許文献１】特開２００４－１８５３２６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところで、電子文書は、セキュリティレベルの高い情報から低い情報まで様々な情報レ
ベルを持つ。しかし、上記従来技術では、セキュリティレベルの高い電子文書と低い電子
文書とを結合した場合、結合後の電子文書のセキュリティレベルを適切に設定することが
できず、電子文書のセキュリティレベルが変化して判らなくなってしまう。
【０００５】
　このため、電子文書を結合することで、電子文書に含まれる重要な情報がどの電子文書
に含まれているかを把握し難くなり、誤って重要な情報が含まれた電子文書を送信してし
まうことが懸念される。
【０００６】
　また、企業内の内部統制強化のため、決算報告書、株主総会の議事録などの文書を一定
期間保管することが行なわれている。
【０００７】
　しかし、このような文書情報を電子文書化して画像形成装置に保管すると、文書を間違
えて消去してしまうこともあるし、情報流出のリスクもある。つまり、情報を安心して保
管できる仕組みであるためには、画像形成装置内に保管されているどの情報がどのくらい
重要であるか常に把握しておく必要がある。これらを人手で行うには、必要なときに再度
、電子文書の題名や中身を見て判断しなくてはならないといった手間がかかり、相当の管
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理コストがかかってしまう。
【０００８】
　そこで、本発明は、文書結合前後の電子文書のセキュリティ情報を低コストで管理する
ことができる画像処理装置、文書結合方法および制御プログラム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】
　上記目的を達成するために、本発明の画像処理装置は、入力された電子文書に属性情報
を付加して蓄積保存する記憶手段と、記憶手段に蓄積保存された電子文書のうちの何れか
複数を結合して結合電子文書を生成するする結合手段と、前記結合手段によって結合され
た結合電子文書の属性情報を、結合される複数の電子文書の各々の属性情報に基づいて付
加する付加手段と、を備えることを特徴とする。
【００１０】
　本発明の画像処理装置における文書結合方法は、入力された電子文書に属性情報を付加
して記憶手段に蓄積保存する記憶工程と、記憶手段に蓄積保存された電子文書のうちの何
れか複数を結合して結合電子文書を生成するする結合工程と、前記結合工程で結合された
結合電子文書の属性情報を、結合される複数の電子文書の各々の属性情報に基づいて付加
する付加工程と、を備えることを特徴とする。
【００１１】
　本発明の制御プログラムは、画像処理装置における文書結合方法を画像処理装置に実行
させるための制御プログラムであって、前記方法は、　入力された電子文書に属性情報を
付加して記憶手段に蓄積保存する記憶工程と、記憶手段に蓄積保存された電子文書のうち
の何れか複数を結合して結合電子文書を生成するする結合工程と、　前記結合工程で結合
された結合電子文書の属性情報を、結合される複数の電子文書の各々の属性情報に基づい
て付加する付加工程と、を備えることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明によれば、電子文書に複数の属性情報を付与するとともに、電子文書結合時に属
性情報を更新するようにしているので、文書結合前後の電子文書のセキュリティ情報を低
コストで管理することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　以下、本発明の実施の形態の一例を図を参照して説明する。
【００１４】
　図１は本発明の実施の形態の一例である画像処理装置の一例としての画像形成装置を説
明するための概略断面図である。図２は画像形成装置の制御ブロック図、図３は操作部の
一例を示す図、図４は画像／管理データ蓄積用ＨＤＤの概念図、図５は文書結合指示画面
の一例を示す図である。
【００１５】
　図６は文書結合時の電子文書の属性変化を説明するための図、図７は２つの電子文書を
マージした際の概念図、図８は電子文書のデータ構造図、図９はセキュリティレベルの設
定処理を説明するためのフローチャート図である。
【００１６】
　図１０は文書結合処理を説明するためのフローチャート図、図１１はページ単位のセキ
ュリティレベル設定画面の一例を示す図、図１２はページ一括セキュリティレベル設定画
面の一例を示す図である。
【００１７】
　図１３はプリンタドライバから印刷要求を送信する際の動作例を説明するためのフロー
チャート図、図１４はプリントドライバの起動画面の一例を説明するための図である。
【００１８】
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　図１に示すように、本発明の実施の形態の一例である画像形成装置（画像処理装置）３
は、リーダ部１、プリンタ部２および製本ユニット２３０を備える。
【００１９】
　リーダ部１の原稿給送装置１０１上に積載された原稿は、１枚ずつ順次原稿台ガラス面
１０２上に搬送される。原稿がガラス面１０２の所定位置へ搬送されると、スキャナ部の
ランプ１０３が点灯し、かつスキャナ・ユニット１０４が移動して原稿を照射する。原稿
の反射光は、ミラー１０５，１０６，１０７およびレンズ１０８を介してＣＣＤイメージ
センサ１０９に結像して電気信号に変換され、該電気信号がプリンタ部２の露光制御部２
０１に送られる。
【００２０】
　露光制御部２０１はレーザやポリゴンスキャナ等で構成され、ＣＣＤイメージセンサ１
０９で電気信号に変換され、かつ、所定の画像処理が施された画像信号に基づいて変調さ
れたレーザ光を感光体２０２に照射する。照射光によって感光体２０２上に作成された潜
像は現像器２０３によって現像される。
【００２１】
　そして、現像像の先端とタイミングを併せて転写紙積載部２０４、もしくは転写紙積載
部２０５，２０６，２０７からシートが搬送され、転写部２０８において、現像された像
が転写される。転写された像は定着部２０９にてシートに定着された後、排紙部２１０よ
り装置外部に排出される。排紙部２１０から排出された転写紙は、製本ユニット２３０に
送られる。
【００２２】
　次に、図２を参照して、画像形成装置３の制御系について説明する。
【００２３】
　画像形成装置３の制御系は、図２に示すように、画像メモリ１２０を備える。画像メモ
リ１２０は、ＣＰＵ回路部１２２の指示により画像データセレクタ１１８から送られた画
像データを指定領域に対して記憶・読み出し処理を行う。
【００２４】
　ＣＰＵ回路部１２２は、リーダ部１、プリンタ部２の他、画像形成装置全体を制御する
もので、制御プログラム、エラー処理プログラムなどを記憶するＲＯＭ１２４、各種プロ
グラムのワークエリアなどのために利用されるＲＡＭ１２５、および各種タイマー制御部
（不図示）等を備える。また、画像メモリ１２０に蓄積された画像データの中で必要なデ
ータはＣＰＵ回路部１２２の指示により、圧縮／伸張器１２６を介して圧縮されてＨＤＤ
（ハードディスク）１２７に蓄積される。逆にＨＤＤ１２７に蓄積された画像データは、
圧縮／伸張器１２６を介してＣＰＵ回路部１２２の指示により画像メモリ１２０上に展開
する。
【００２５】
　また、画像形成装置３の制御系は、文書管理部１２１を備える。スキャナ部１で読み取
った画像等の電子文書は画像データセレクタ１１８を介してＨＤＤ１２７に保存され、画
像データの属性情報は文書管理部１２１に保存される。属性情報には、各電子文書のペー
ジ数、文書ＩＤ、ファイル名、保存日時、セキュリティレベルの情報が含まれている。
【００２６】
　また、ＣＰＵ回路部１２２は、電子文書の文書結合後には、文書管理部１２１で管理さ
れているセキュリティ情報を読み込み、文書結合後のセキュリティレベルの算出後に新し
いセキュリティ情報を文書管理部１２１に保存する。
【００２７】
　さらに、画像形成装置３は操作部１２３を備えており、該操作部１２３は、画像処理部
２２に対する画像編集内容、コピー枚数等の画像動作を指示する各種キー群、および操作
時の内容を表示する表示部等を有する。画像処理部２２は、操作部１２３で指示された画
像処理を実行する回路であり、例えば鏡像などの画像を作成することもできる。
【００２８】
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　図３に、操作部１２３の具体例を示す。この操作部１２３には、ハードキー群７－２４
０、および液晶表示装置等からなる液晶表示部７－２５０が配置されている。
【００２９】
　ハードキー群７－２４０のスタートキー７－２４１は、コピーをスタートするためのキ
ーである。ストップキー７－２４２は、実行中の画像形成装置３の動作を中止するための
キーである。電源キー７－２４３は、画像形成装置３の電源をオン／オフするためのキー
である。省電力キー７－２４４は、画像形成装置３を所定の省電力モードに移行するため
のキーである。復帰キー７－２４６は、設定モードを標準状態に復帰するためのキーであ
る。また、キー群７－２４５は、コピー枚数、ズーム倍率等を入力する０～９までのテン
キー、およびテンキーの入力をクリアするためのクリアキーである。このキー群キー群７
－２４５で入力されたコピー部数は、液晶表示部７－２５０の表示領域７－２６３に表示
される。ガイドキー７－２４７は、各機能のガイド画面を表示させるためのキーであり、
ユーザーモードキー７－２４８は、機器の各種設定を行うためのキーである。
【００３０】
　液晶表示部７－２５０はタッチパネル式である、キー表示部を押下することにより入力
処理のための指示を受け付ける。液晶表示部７－２５０は、装置の状態、コピー枚数、倍
率、選択用紙及び各種操作画面を表示する。液晶表示部７－２５０には、タッチキーも表
示される。キー７－２５２は、給紙段及びオート用紙選択を選択するキーである。キー７
－２５８、およびキー７－２６２は濃度調整を行うためのキーであり、調整される濃度は
表示領域７－２６３に表示される。キー７－２５９は、自動濃度調整機能をオン／オフす
るためのキーとその表示部である。キー７－２５４、およびキー７－２５５は、それぞれ
等倍、および縮小／拡大を設定するキーである。倍率は、液晶表示部７－２５０の表示領
域７－２６４にも表示される。キー７－２６０は応用モードキーであり、キー７－２６０
を押下すると、各種モード設定画面に移行する。
【００３１】
　次に、図４を参照して、ＨＤＤ１２７について説明する。ＨＤＤ１２７は、画像／管理
データをＣＰＵ１２２の指示により圧縮／伸長器１２６を介して蓄積保存する。また、Ｈ
ＤＤ１２７は、ユーザＢＯＸ領域、管理データ領域、画像データ領域、および一時データ
領域の４つの領域に区画されている。
【００３２】
　本実施形態において、ユーザＢＯＸ領域、および管理データ領域はＤＯＳファイルシス
テムが適用されており、ファイル単位のアクセスが可能ある。ユーザＢＯＸ領域には、ユ
ーザＢＯＸ機能を実現するためのファイル名／ユーザ名などがＢＯＸ毎に記載されたファ
イルが格納されている。
【００３３】
　画像データ領域、および一時データ領域は画像フォーマット専用のファイルシステムが
適用されており、画像のみの入出力が可能である。一時データ領域は、一時的に使用され
る画像データ領域で、電源断保証されない領域であり、コピー機能などに用いられる。
【００３４】
　図８に、ＨＤＤ１２７に蓄積される電子文書のデータ構造を示す。
【００３５】
　図８に示すように、文書ＩＤ１４０１は、画像形成装置３で扱う全ての電子文書に割り
振られた一意な識別子である。文書の種類１４０２は、ユーザによって選択が可能である
。文書の種類としては、「決算報告書」、「議事録」、「カルテ」、「個人情報」などが
用意されている。有効期限１４０３は、文書を作成した時点でユーザにより設定される。
期限としては、例えば文書の種類１４０２で「決算報告書」が選択される場合は、法律で
定められたＸ年間保管しなくてはならないため、作成日＋Ｘ年が有効期限として設定され
る。
【００３６】
　印刷設定１４０４は、用紙種類１４０４ａ、ステープル１４０４ｂおよび両面１４０４
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ｃ等、画像形成装置３が当該文書を印刷するために必要な項目が設定される。総ページ数
１４０５は、電子文書の全ページ数が表示される。ページ情報１４０７は、１ページ目の
ページ情報１４０７ａ、２ページ目のページ情報１４０７ｂのように、全ページ数分のペ
ージ情報を持ち、また、それぞれのページ情報の１つの属性としてのセキュリティレベル
を持っている。
【００３７】
　本実施形態では、セキュリティレベルには、Ｈ（高）、Ｍ（中）、Ｌ（低）の３つのレ
ベルがある。セキュリティレベルは、Ｈ＞Ｍ＞Ｌの順に高くなる。セキュリティレベルＨ
は重要な文書という意味であるが、セキュリティレベルは設定する人により異なるので、
ユーザの主観により設定される。あるいは、画像形成装置３を設置している部署のセキュ
リティポリシーに基づいて設定しても良い。セキュリティレベルＬはセキュリティレベル
が一番低いレベルであり、セキュリティレベルＨとセキュリティレベルＬとの間がセキュ
リティレベルＭとなる。セキュリティレベルには、文書レベルとページレベルとの２種類
がある。ページレベルのセキュリティレベルはページごとにユーザが設定することでレベ
ルが設定される。文書、あるいは文書の各ページに設定したセキュリティレベルに基づい
て、文書へのアクセス権を定めることが可能になり、文書の閲覧、編集、印刷といった処
理の許可／禁止を決定することが可能になる。
【００３８】
　そして、文書レベルのセキュリティレベル１４０６は文書全体のセキュリティレベルを
示す情報であり、ページ情報１４０７の各ページのセキュリティレベル情報に設定された
値から自動的に算出される。算出方法としては、例えば、ページ情報１４０７にセキュリ
ティレベルＨを１ページでも含んでいたら文書全体として「Ｈ」とすること等が例示でき
る。他の計算方法としては、全ページの中で一定以上の割合、たとえば５％以上がセキュ
リティレベルが「Ｈ」のページである場合、文書全体としてのセキュリティレベルを「Ｈ
」とすること等が考えられる。
【００３９】
　また逆に、文書のセキュリティレベル１４０６を設定することで、各ページのページ情
報１４０７ａ、１４０７ｂ…のセキュリティレベルを設定するようにしても良い。例えば
、新規に文書を作成する場合においては文書の各ページのセキュリティレベルは未定義の
状態である。ここでユーザが１頁づつセキュリティレベルを設定するのは作業が煩雑であ
る。そこで先に文書のセキュリティレベル１４０６を先に設定し、これを各ページのセキ
ュリティレベルにも反映させることで各ページに対するセキュリティレベルの設定作業の
手間を省くことができる。
【００４０】
　このように設定された文書レベルのセキュリティレベルとページレベルのセキュリティ
レベルとを画像形成装置３のＨＤＤ１２７に保存された電子文書を印刷する場合のアクセ
ス権に用いることで不用意にアクセスできなくなり、セキュリティ向上につながる。また
、ＦＡＸなどで電子文書を送信する際に所定のセキュリティレベル以上の文書あるいはペ
ージだけは送信しないようにすれば、間違い等によるセキュリティレベルの高い文書の情
報流出などが防ぐことができる。
【００４１】
　次に、図９を参照して、画像形成装置３が原稿を読み取り、読み取った原稿の文書に対
してセキュリティレベルを設定してＨＤＤ１２７に保存するまでの処理を説明する。図９
でのユーザ以外の処理は、ＲＯＭ１２４等に記憶された制御プログラムがＲＡＭ１２５に
ロードされて、ＣＰＵ回路部１２２により実行される。
【００４２】
　まず、ステップＳ１５０１では、リーダ部１によって１ページ以上の原稿を最終ページ
までスキャンする。ステップＳ１５０２は、スキャンした文書に対して文書名を入力する
ように促し、不図示の画面にて、ユーザによって文書名が入力される。なお、ここでは、
あらかじめ「文書Ａ」などの定型の文書名が入っているので、ユーザが入力を省きたいと
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きは、その文書名で登録することができる。
【００４３】
　次に、ステップＳ１５０３では、電子文書のセキュリティレベル（重要度）をページ単
位で入力するか、全ページ同時に入力するかを不図示の画面でユーザが選択する。ユーザ
がページ単位でセキュリティレベルを設定する方を選択した場合は、ステップＳ１５０４
に移行する。ステップＳ１５０４では、ページごとのスキャンした文書のプレビュー画像
をＵＩに表示（図１１参照）してステップＳ１５０５に移行し、ユーザはプレビュー画像
を見ながら、セキュリティレベルを選択する（ステップＳ１５０５）。ここで設定したセ
キュリティレベルが図８の電子文書のページ情報１４０７の当該ページのセキュリティレ
ベルとして設定される。
【００４４】
　ここで、図１１を参照して、ページごとのセキュリティレベル設定画面について説明す
る。
【００４５】
　ページごとのセキュリティレベル設定画面は、文書スキャン後に操作画面に表示され、
図１１に示すように、プレビュー画面１８０１が表示される。プレビュー画面１８０１の
文書名１８０７には、ステップＳ１５０２で入力した文書名が表示される。セキュリティ
レベル１８０６はこのページのセキュリティレベルであり、セキュリティレベル選択ボッ
クス１８０５のＨ、Ｍ、Ｌの中から選択されたものが表示される。戻りボタン１８０２を
押下することで１つ前のページのプレビュー画面が表示され、送りボタン１８０３を押下
することで次のページのプレビュー画面が表示される。戻りボタン１８０２と送りボタン
１８０３との間には、「現在のページ数／文書の総数」１８０４が表示される。
【００４６】
　図９に戻って、ステップＳ１５０６では、最終ページであるかどうか確認し、最終ペー
ジでなければ、ステップＳ１５０７に移行して次に参照するページ番号をカウントアップ
し、次のページでセキュリティレベルを設定する準備をする。ステップＳ１５０６で、全
ページ数分のセキュリティレベルの設定が完了して最終ページであると判断されると、ス
テップＳ１５１０に移行し、設定された情報とともに、電子文書がＨＤＤ１２７に保存さ
れる。
【００４７】
　一方、ステップＳ１５０３で、セキュリティレベルを全ページ同時に入力するとユーザ
が選択した場合は、ステップＳ１５０８に移行し、図１２に示す文書一括セキュリティレ
ベル設定画面で文書のセキュリティレベルをＨ、Ｍ、Ｌのうちからユーザが選択する。
【００４８】
　次に、ステップＳ１５０９では、全てのページ分同じセキュリティレベルが設定され、
設定された情報とともに、電子文書がＨＤＤ１２７に保存される。なお、このステップで
設定されるセキュリティレベルは、電子文書全体のセキュリティレベルということになる
。ここで設定されたセキュリティレベルが図８の電子文書の文書のセキュリティレベル１
４０６に設定され、ページ情報１４０７の各ページのセキュリティレベルとしても設定さ
れる。
【００４９】
　なお、ステップＳ１５０５、またはステップＳ１５０９においてセキュリティレベルに
くわえてに文書あるいはページの有効期限を設定するようにしても良い。
【００５０】
　次に、図１０を参照して、ＨＤＤ１２７に保存された電子文書の文書結合処理について
説明する。
【００５１】
　まず、ステップＳ１６０１では、図５に示す操作画面上で結合する電子文書を選択する
。なお、操作画面上では、電子文書は２つ以上選択することが可能であるが、図５では２
つの文書を選択した場合について説明する。
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【００５２】
　図５は、画像形成装置３の操作部１２３に表示される、図４のユーザＢＯＸ領域に格納
された文書の一覧表示画面である。図５に示す操作画面には、文書名、ページ数、文書の
セキュリティレベルが表示される。この操作画面上で文書結合の対象となる複数の文書を
選択し、「文書結合」ボタンを押下することで選択された文書の結合処理が行われる（ス
テップＳ１６０２）。文書結合とは複数の異なる文書のファイルを１つの文書ファイルに
統合する処理である。例えば３ページの文書Ａと５ページの文書Ｂとを結合する場合、文
書Ａを構成する３ページの後に続いて４～８ページ目に文書Ｂとなる全８ページの文書が
結合結果の文書となる。
【００５３】
　この場合、文書の結合順序は文書名を選択した順番となっている。これは、３つ以上の
文書になっても同様である。図５の操作画面の例では、文書Ａを最初に選択し、その後文
書Ｂを選択しており、選択された順番で文書結合が行われる。
【００５４】
　ここで、図６を参照して、図８で説明した電子文書のデータ構造に設定された値が文書
結合によりどのように変化するかについて説明する。
【００５５】
　図６に示すように、電子文書１２０１および電子文書１２０２にはそれぞれ異なる文書
ＩＤが入っており、文書結合後に生成される電子文書１２０３には電子文書１２０１およ
び電子文書１２０２の文書ＩＤと異なる新たな文書ＩＤが入ることになる。この文書ＩＤ
は電子文書を識別するためのＩＤである。文書の種類は、「決算書」や「議事録」などの
種類が用意されており、ユーザが選択可能である。結合後文書の１～５ページは電子文書
１２０１のそれぞれ１～５ページに相当する。結合後文書の６～８ページは電子文書１２
０２の１～３ページに相当する。結合前の文書の各ページのセキュリティレベルは結合後
文書においても引き継がれていることが理解できよう。
【００５６】
　クライアントＰＣからプリントジョブを画像形成装置３に送信する場合は、クライアン
トＰＣ側のプリントドライバに設定画面があり、プリンタドライバからの送信時に文書の
種類が選択できる。
【００５７】
　ここで、図１３を参照して、クライアントＰＣ側のプリンタドライバから印刷要求を送
信するときの処理について説明する。
【００５８】
　まず、ステップＳ２００１では、クライアントＰＣ側でプリントドライバを起動する。
図１４に、プリンタドライバの起動画面２１０１の一例を示す。この起動画面２１０１の
プリンタ２１０２の領域には、プリンタ名２１０３およびプロパティ２１０４が表示され
る。プリンタ名２１０３は出力するプリンタを選択するフィールドである。プロパティ２
１０４はプリンタの印刷詳細設定を行うボタンで、このボタンを押すと印刷詳細設定画面
が表示される。
【００５９】
　また、起動画面２１０１の印刷設定２１０５の領域には、印刷部数２１０６、セキュリ
ティレベル２１０７～２１０９および文書種類２１１０が表示される。印刷部数２１０６
は印刷部数を設定するフィールドである。セキュリティレベルの設定には一括設定２１０
７のページごと設定２１０８の２つがある。一括設定２１０７とページごと設定２１０８
は選択式でどちらか一方しか選択できない。
【００６０】
　一括設定２１０７を選択すると文書全体のセキュリティレベルを一括で設定するので、
Ｈ、Ｍ、Ｌのセキュリティレベルうちからユーザが所望するセキュリティレベルを選択す
ることで、一括設定される。ページごと設定２１０８を選択する場合は、Ｈ、Ｍ、Ｌごと
にページ番号を入力するフィールド２１０９にページ番号を入力する。例えば、Ｈフィー
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ルドに「３－４, ６」と入力すると、３～４ページと６ページとなる。文書種類２１１０
は文書の種類を選択するフィールドである。また、キャンセル２１１３を押すとプリント
処理がキャンセルされ、ＯＫ２１１２を押すとプリント処理が実行される。
【００６１】
　図１３に戻って、ステップＳ２００２でプリンタドライバのセキュリティレベルを「ペ
ージごと設定２１０８」を選択すると、ステップＳ２００３でプリンタドライバの各フィ
ールド２１０９にページ番号を入力してページレベルのセキュリティレベルを設定する。
【００６２】
　次に、ステップＳ２００４でプリントドライバから出力される印刷データをＨＤＤ１２
７に保管する。このとき、各ページにはセキュリティレベルが設定された状態となってい
る。
【００６３】
　一方、ステップＳ２００２でプリントドライバ２１０１のセキュリティレベルで「一括
設定２１０７」を選択すると、ステップＳ２０６に移行して、一括設定で選択されたセキ
ュリティレベルが設定される。そして、ステップＳ２００７で全ページに同じセキュリテ
ィレベルを設定した後、ステップＳ２００４に移行して、プリンタドライバから出力され
る印刷データをＨＤＤ１２７に保管する。
【００６４】
　ステップＳ２００３、あるいはステップＳ２００６で、セキュリティレベルとともに文
書あるいはページの有効期間を設定できるようにしても良い。
【００６５】
　図６に戻って、文書の種類の情報はＨＤＤ１２７の所定の記憶領域に記憶される。文書
の種類によってどの種類の文書を結合したか分かり、電子文書１２０１で「決算報告書」
、電子文書１２０２で「メモ」の場合、文書結合後の電子文書１２０３では「決算報告書
＋メモ」という文書の種類となる。この文書の種類の情報は、図１０のステップＳ１６０
４で、文書結合後に属性情報の１つとして設定される。有効期限は、各文書の有効期限で
あり、有効期限前に文書を削除しようとしても削除不可能にすることも可能である。
【００６６】
　例えばｅ－文書法などで定められた文書は、ある一定期間保管することを要求している
。この有効期限は、ユーザが選択する文書の種類で決まる。例えば、文書作成日から１年
後が期限であるとすると、１年以内には破棄することが不可能にすることが可能となる。
そして、図１０のステップＳ１６０５では、有効期限は文書結合時にそれぞれの文書が持
っている中で最も長いものに設定され、図６の電子文書１２０３では２００７．０８．３
１が文書結合後の有効期限となる。
【００６７】
　また、総ページ数は各文書のページ数で、文書結合後はそれぞれの文書を合計したもの
になる。電子文書１２０１のＰａｇｅ１～５は総ページ数分ページ単位で情報を持ってい
ることを示している。この場合、各ページはセキュリティレベルを有していることを示し
ているが、他にもページごとに用紙情報なども持つことができる。セキュリティレベルは
、Ｈ＞Ｍ＞Ｌの順で高くなっており、各ページのセキュリティレベルに「Ｈ」が多い場合
などは、計算によりセキュリティレベルに「Ｈ」を事前に入れ、その後ユーザも文書全体
のセキュリティレベルを変更することも可能である。
【００６８】
　この計算方法は、特に限定されるものではないが、例えば、結合後の文書のセキュリテ
ィレベルの「Ｈ」のページ数／結合後の文書の総ページ数から算出される「Ｈ」比率から
決定する。他に、セキュリティレベル「Ｈ」が１ページでもあったら文書結合後のセキュ
リティレベルを「Ｈ」にしてもよく、最初から計算せずに、ユーザに選択させる方式でも
かまわない。
【００６９】
　図１０では、ステップＳ１６０３で文書結合後のセキュリティレベルはそれぞれの文書
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が持っているセキュリティレベルの最大値を設定している。つまり、図６の例では電子文
書１２０１のセキュリティレベルがＨ、電子文書１２０２のセキュリティレベルがＭなの
で、文書結合後の電子文書１２０３のセキュリティレベルは、最大値でＨに設定されてい
る。
【００７０】
　また、電子文書１２０１では文書全体のセキュリティレベル＝Ｈで、それぞれのページ
がＰａｇｅ１＝Ｍ、Ｐａｇｅ２＝Ｌ、Ｐａｇｅ３＝Ｈ、Ｐａｇｅ４＝Ｈ、Ｐａｇｅ５＝Ｌ
である。電子文書１２０２では文書全体のセキュリティレベル＝Ｍで、それぞれのページ
がＰａｇｅ１＝Ｈ、Ｐａｇｅ２＝Ｍ、Ｐａｇｅ３＝Ｌである。この場合は、結合された電
子文書１２０３は、総ページ数８ページでＰａｇｅ１～８までのセキュリティレベルはそ
れぞれマージしたものになる。
【００７１】
　このことを概念的に表した図が図７である。図７では、電子文書１２０１に相当する文
書ＡのセキュリティレベルがＨで電子文書１２０２に相当する文書Ｂのセキュリティレベ
ルがＭである。この場合、結合する文書Ａ、Ｂの１つでもセキュリティレベルに「Ｈ」が
あれば、結合後の文書Ａ＋Ｂのセキュリティレベルは高いと判断し、「Ｈ」を設定してい
る。
【００７２】
　また、文書Ｂは図１１の操作画面で指示したジョブの結合順序により２番目となるので
、文書Ａのページ数＋１＝文書Ｂの開始ページ番号になる。従って、文書Ｂの開始ページ
番号は、文書Ａのページ数（５）＋１＝文書Ｂの開始ページ番号（６）となり、６ページ
目が開始ページとなる。文書結合後に図６の電子文書１２０３で示すように総ページ数分
のＰａｇｅ情報を保存するための領域を文書管理部１２１に確保するので、文書結合後も
ページ単位のセキュリティレベルが維持される。また、文書全体のセキュリティレベルも
文書管理部１２１の「文書のセキュリティレベル」のエリアに保管されている。
【００７３】
　以上説明したように、この実施の形態では、文書結合後も電子文書全体としてのセキュ
リティレベルと、結合後の電子文書を構成するページレベルのセキュリティ情報とが維持
され、ユーザが、扱う電子文書のセキュリティレベルを把握することができる。これによ
り、文書結合前後の電子文書のセキュリティ情報を低コストで管理することができ、また
、セキュリティレベルの高い文書の送信やプリント時の印刷物の扱いに注意するようにな
り、セキュリティの向上につなげることができる。
【００７４】
　また、保管期日が定められた文書を消去する場合に、保管期日を過ぎているかどうかを
確認することができるので、間違えて破棄することもなくなる。つまり、画像形成装置３
に保存された文書は、ある一定期間保存されることが機器として保証できるため、ある期
日に保存されたことと、それ以降改ざんされてないことを保証することができる。
【００７５】
　次に、上記実施の形態の機能を実現するソフトウェアのプログラムコードを記憶した記
憶媒体を、システム或いは装置に供給する場合を考える。ここで、本発明の目的は、以下
の処理を実行することによっても達成される。即ち、上述した実施形態の機能を実現する
ソフトウェアのプログラムコードを記録した記憶媒体を、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）が記憶媒体に格納さ
れたプログラムコードを読み出す処理である。
【００７６】
　この場合、記憶媒体から読み出されたプログラムコード自体が前述した実施の形態の機
能を実現することになり、そのプログラムコード及び該プログラムコードを記憶した記憶
媒体は本発明を構成することになる。
【００７７】
　また、プログラムコードを供給するための記憶媒体としては、次のものを用いることが
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ＣＤ－ＲＯＭ、ＣＤ－Ｒ、ＣＤ－ＲＷ、ＤＶＤ－ＲＯＭ、ＤＶＤ－ＲＡＭ、ＤＶＤ－ＲＷ
、ＤＶＤ＋ＲＷ、磁気テープ、不揮発性のメモリカード、ＲＯＭ等である。または、プロ
グラムコードをネットワークを介してダウンロードしてもよい。
【００７８】
　また、コンピュータが読み出したプログラムコードを実行することにより、上記実施の
形態の機能が実現される場合も本発明に含まれる。加えて、そのプログラムコードの指示
に基づき、コンピュータ上で稼動しているＯＳ（オペレーティングシステム）等が実際の
処理の一部または全部を行い、その処理によって前述した実施形態の機能が実現される場
合も含まれる。
【００７９】
　更に、前述した実施形態の機能が以下の処理によって実現される場合も本発明に含まれ
る。即ち、記憶媒体から読み出されたプログラムコードが、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、そのプログラムコードの指示に基づき、その機能拡張ボードや機能拡張ユニ
ットに備わるＣＰＵ等が実際の処理の一部または全部を行う場合である。
【図面の簡単な説明】
【００８０】
【図１】本発明の実施の形態の一例である画像形成装置を説明するための概略断面図であ
る。
【図２】画像形成装置の制御ブロック図である。
【図３】操作部の一例を示す図である。
【図４】画像／管理データ蓄積用ＨＤＤの概念図である。
【図５】文書結合指示画面の一例を示す図である。
【図６】文書結合時の電子文書の属性変化を説明するための図である。
【図７】２つの電子文書をマージした際の概念図である。
【図８】電子文書のデータ構造図である。
【図９】セキュリティレベルの設定処理を説明するためのフローチャート図である。
【図１０】文書結合処理を説明するためのフローチャート図である。
【図１１】ページ単位のセキュリティレベル設定画面の一例を示す図である。
【図１２】ページ一括セキュリティレベル設定画面の一例を示す図である。
【図１３】プリンタドライバから印刷要求を送信する際の動作例を説明するためのフロー
チャート図である。
【図１４】プリントドライバの起動画面の一例を示す図である。
【符号の説明】
【００８１】
１　　　リーダ部
２　　　プリンタ部
３　　　画像形成装置（画像処理装置）
１２１　文書管理部
１２２　ＣＰＵ回路部
１２３　操作部
１２４　ＲＯＭ
１２５　ＲＡＭ
１２７　ＨＤＤ
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