
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　原稿を読み取り、原稿上の画像を表す画像データを生成する読取手段と、
　外部装置からの画像データを受信する受信手段と、
　入力された画像データに基づく画像をプリント出力する画像出力手段とを備え、少なく
とも前記読取手段からの画像データに基づく画像を前記画像出力手段によってプリント出
力するコピージョブ、及び前記受信手段で受信した画像データに基づく画像を前記画像出
力手段によってプリント出力するプリントジョブを含む、前記画像出力手段によるプリン
ト出力に関する複数の種類のジョブを受け付ける機能を有する画像形成装置において、
　過去に行った個々のジョブの実行履歴を当該ジョブの種類を示す情報とともに保存する
履歴保存手段と、
　前記履歴保存手段に実行履歴を保存すべきジョブを特定するために、前記複数の種類の
うちの１つ以上の種類を前記画像形成装置によるジョブ実行前に指定する指定手段と、
　外部装置と接続する接続手段と、
　前記接続手段を介して前記画像形成装置に接続された外部装置において、前記画像形成
装置におけるジョブの実行が終了したかどうかを確認可能とすべく、前記指定手段で指定
された種類のジョブの実行履歴を前記履歴保存手段から読み出して当該外部装置に対し送
信する送信手段とを設けたことを特徴とする画像形成装置。
【請求項２】
　前記履歴保存手段に保存された個々のジョブの実行履歴を、ジョブの種類ごとに区別し
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て表示する履歴表示手段を有する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】
　前記履歴表示手段は、前記各ジョブの履歴リストを表示し、
　該履歴リストから１つのジョブを選択可能にする履歴リスト表示手段と、
　前記履歴リスト表示手段で選択されたジョブの履歴詳細情報を表示する履歴詳細表示手
段とを備えたことを特徴とする請求項２ 記載の画像形成装置。
【請求項４】
　前記複数のジョブの種類のそれぞれについて、当該種類のジョブの実行履歴を前記履歴
保存手段に保存するか否かを指定するための指定画面を表示する指定画面表示手段を設け
たことを特徴とする請求項２または ３ 記載の画像形成装置。
【請求項５】
　前記履歴表示手段は、前記各ジョブの受付時間を表示する受付時間表示手段を備えたこ
とを特徴とする請求項２乃至請求項４のいずれかに記載の画像形成装置。
【請求項６】
　前記履歴表示手段は、前記ジョブの終了時間を表示する終了時間表示手段を備えたこと
を特徴とする請求項２乃至請求項５のいずれかに記載の画像形成装置。
【請求項７】
　前記履歴表示手段は、前記ジョブのファイル名を表示するファイル名表示手段を備えた
ことを特徴とする請求項２乃至請求項 のいずれかに記載の画像形成装置。
【請求項８】
　前記履歴表示手段は、前記ジョブのユーザ名を表示するユーザ名表示手段を備えたこと
を特徴とする請求項２乃至請求項 のいずれかに記載の画像形成装置。
【請求項９】
　前記履歴表示手段は、前記ジョブの実行結果を表示する実行結果表示手段を備えたこと
を特徴とする請求項２乃至請求項 のいずれかに記載の画像形成装置。
【請求項１０】
　ネットワークからの前記実行履歴に関する履歴問い合わせを受信する受信手段と、
　前記履歴問い合わせを受信したときに前記履歴保存手段に保存されている履歴情報を読
み出す読み出し手段とを有し、
　前記送信手段は、前記読み出し手段によって読み出された履歴情報を前記ネットワーク
側へ返信することを特徴とする請求項１乃至 のいずれかに記載の画像形成装置。
【請求項１１】
　前記読み出し手段は、前記履歴問い合わせが実行履歴の種類を含む問い合わせであった
ときに、この履歴の種類を含む問い合わせに応じた履歴情報を読み出すことを特徴とする
請求項 記載の画像形成装置。
【請求項１２】
　原稿を読み取り、原稿上の画像を表す画像データを生成する読取手段と、外部装置から
の画像データを受信する受信手段と、入力された画像データに基づく画像をプリント出力
する画像出力手段とを備え、少なくとも前記読取手段からの画像データに基づく画像を前
記画像出力手段によってプリント出力するコピージョブ、及び前記受信手段で受信した画
像データに基づく画像を前記画像出力手段によってプリント出力するプリントジョブを含
む、前記画像出力手段によるプリント出力に関する複数の種類のジョブを受け付ける機能
を有する画像形成装置の制御方法であって、
　過去に行った個々のジョブの実行履歴を当該ジョブの種類を示す情報ごとに保存する履
歴保存処理と、
　前記履歴保存処理によって実行履歴を保存すべきジョブを特定するために、前記複数の
種類のうちの１つ以上の種類を前記画像形成装置によるジョブ実行前に指定する指定処理
と、
　外部装置と接続する接続処理と、
　前記接続処理によって前記画像形成装置に接続された外部装置において、前記画像形成
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装置におけるジョブの実行が終了したかどうかを確認可能とすべく、前記指定処理で指定
された種類のジョブの実行履歴を前記履歴保存処理によって保存された中から読み出して
当該外部装置に対し送信する送信処理とを実行することを特徴とする画像形成装置の制御
方法。
【請求項１３】
　前記履歴保存処理で保存された個々のジョブの実行履歴を、ジョブの種類ごとに区別し
て表示する履歴表示処理を有することを特徴とする請求項 に記載の画像形成装置の制
御方法。
【請求項１４】
　前記履歴表示処理は、
　前記各ジョブの履歴リストを表示し、該履歴リストから１つのジョブを選択可能にする
履歴リスト表示処理と、
　前記履歴リスト表示処理で選択されたジョブの履歴詳細情報を表示する履歴詳細表示処
理とを含むことを特徴とする請求項 記載の画像形成装置の制御方法。
【請求項１５】
　前記複数のジョブの種類のそれぞれについて、当該種類のジョブの実行履歴を前記履歴
保存処理で保存するか否かを指定するための指定画面を表示する指定画面表示処理を行う
ことを特徴とする請求項 または請求項 記載の画像形成装置の制御方法。
【請求項１６】
　前記履歴表示処理は、前記各ジョブの受付時間を表示する受付時間表示処理を含むこと
を特徴とする請求項 乃至請求項 のいずれかに記載の画像形成装置の制御方法。
【請求項１７】
　前記履歴表示処理は、前記ジョブの終了時間を表示する終了時間表示処理を含むことを
特徴とする請求項 乃至請求項 のいずれかに記載の画像形成装置の制御方法。
【請求項１８】
　前記履歴表示処理は、前記ジョブのファイル名を表示するファイル名表示処理を含むこ
とを特徴とする請求項 乃至請求項 のいずれかに記載の画像形成装置の制御方法。
【請求項１９】
　前記履歴表示処理は、前記ジョブのユーザ名を表示するユーザ名表示処理を含むことを
特徴とする請求項 乃至請求項 のいずれかに記載の画像形成装置の制御方法。
【請求項２０】
　前記履歴表示処理は、前記ジョブの実行結果を表示する実行結果表示処理を含むことを
特徴とする請求項 乃至請求項 のいずれかに記載の画像形成装置の制御方法。
【請求項２１】
　ネットワークからの前記実行履歴に関する履歴問い合わせを受信する受信処理と、
　前記履歴問い合わせを受信したときに前記履歴保存処理で保存されている履歴情報を読
み出す読み出し処理とを有し、
　前記送信処理は、前記読み出し処理によって読み出された履歴情報を前記ネットワーク
側へ返信することを特徴とする請求項 乃至 のいずれかに記載の画像形成装
置の制御方法。
【請求項２２】
　前記読み出し処理は、前記履歴問い合わせが実行履歴の種類を含む問い合わせであった
ときに、この履歴の種類を含む問い合わせに応じた履歴情報を読み出すことを特徴とする
請求項 記載の画像形成装置の制御方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、画像メモリを備えた複数ジョブ受け付け可能な画像形成装置及びその制御方法
に関する。
【０００２】
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【従来の技術】
従来より、デジタル複写機としては、スキャナから読み取った画像データ、あるいはホス
トコンピュータからネットワークを介して送られたＰＤＬ（ Page Description Language:
ページ記述言語）データをビットマップに展開した画像データを、複写機内のハードディ
スクなどのメモリに一旦記憶し、そのメモリから任意の原稿の画像データを繰り返し読み
出してプリントアウトする機能を備えたものが知られている。
【０００３】
この種のデジタル複写機では、大容量ハードディスクなどのメモリを画像バッファとして
備えることで、スキャナ部とプリンタ部を分離して、プリンタ部がウォームアップ中であ
ったり、他のジョブが出力中であったりした場合でも、スキャナ部さえ空いていれば、次
のコピージョブを受け付けることができる予約コピー機能を設けたものがある。
【０００４】
この機能により、大量部数のコピージョブが複写機を占有していても、スキャナからメモ
リヘの画像入力さえ終了していれば、次のコピージョブを受け付けることができ、コピー
機能のスループットを上げることができる。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、上記従来例では、複数のジョブを受け付けることが可能になったために、
パソコンから発行したＰＤＬプリントジョブがプリントサーバから複写機に転送された時
点でパソコンにはジョブの終了が通知されてしまう。そのため、実際に自分の出力したジ
ョブが終了しているかを判断することが困難になるという問題があった。
【０００６】
また、ジョブ実行途中にジョブをキャンセルされてしまったり、何らかの理由でジョブが
正常に終了しなかった場合に、自分のジョブがどのような結果に終わったのかを知るのが
難しいという問題もあった。
【０００７】
本発明は上記従来の問題点に鑑み、ユーザにジョブの実行結果を確実に知らせることがで
きる複数ジョブ受け付け可能な画像形成装置及びその制御方法を提供することである。
【０００８】
【課題を解決するための手段】
　上記目的を達成するために、本発明の画像形成装置は、原稿を読み取り、原稿上の画像
を表す画像データを生成する読取手段と、外部装置からの画像データを受信する受信手段
と、入力された画像データに基づく画像をプリント出力する画像出力手段とを備え、少な
くとも前記読取手段からの画像データに基づく画像を前記画像出力手段によってプリント
出力するコピージョブ、及び前記受信手段で受信した画像データに基づく画像を前記画像
出力手段によってプリント出力するプリントジョブを含む 前記画像出力手段によるプリ
ント出力に関する複数 のジョブを受け付ける機能を有する画像形成装置において、
過去に行った個々のジョブの実行履歴を ジョブ とともに保存する履
歴保存手段と、 前記
複数 うちの１つ以上の を前記画像形成装置によるジョブ実行前に指定する指
定手段と、外部装置と接続する接続手段と、

、前記画像形成装置に ジョブの
前記指定手段で指定された のジョブの実行履歴を前記履歴保存

手段から読み出し 外部装置に対し送信する送信手段とを設けたことを特徴とする。
　本発明の画像形成装置の制御方法では、原稿を読み取り、原稿上の画像を表す画像デー
タを生成する読取手段と、外部装置からの画像データを受信する受信手段と、入力された
画像データに基づく画像をプリント出力する画像出力手段とを備え、少なくとも前記読取
手段からの画像データに基づく画像を前記画像出力手段によってプリント出力するコピー
ジョブ、及び前記受信手段で受信した画像データに基づく画像を前記画像出力手段によっ
てプリント出力するプリントジョブを含む 前記画像出力手段によるプリント出力に関す
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る複数 のジョブを受け付ける機能を有する画像形成装置の制御方法であって、過去
に行った個々のジョブの実行履歴を ジョブ ごとに保存する履歴保存
処理と、 前記
複数 うちの１つ以上の を前記画像形成装置によるジョブ実行前に指定する指
定処理と、外部装置と接続する接続処理と、

、前記画像形成装置に ジョブの
前記指定処理で指定された のジョブの実行履歴を前記履歴保存

処理によって保存された中から読み出し 外部装置に対し送信する送信処理とを実行
することを特徴とする。
【００２９】
【発明の実施の形態】
以下、図面を参照して本発明の実施の形態を説明する。
【００３０】
図１は、本発明の実施の一形態に係る画像形成装置の概略構成を示すブロック図である。
【００３１】
同図において、１０１はデジタル複写機本体であり、操作部１０２、リーダ部１０３、及
びプリンタ部１０４から構成される。操作部１０２は、デジタル複写機本体１０１及び画
像入出力制御部１０５を操作するために使用する。リーダ部１０３は、原稿の画像を読み
取り、原稿画像に応じた画像データをプリンタ部１０４及び画像入出力制御部１０５へ出
力する。
【００３２】
プリンタ部１０４は、リーダ部１０３及び画像入出力制御部１０５からの画像データに応
じた画像を記録紙上に記録する。画像入出力制御部１０５はリーダ部１０３に接続されて
おり、ファクシミリ部１０６、コンピュータインタフェース部１０７、ハードディスクか
らなる画像メモリ１０８、及び制御部１０９から構成される。
【００３３】
ファクシミリ部１０６は、電話回線を介して受信した圧縮画像データを伸長して、伸長さ
れた画像データを制御部１０９へ転送し、また制御部１０９から転送された画像データを
圧縮して、圧縮された圧縮画像データを電話回線を介して送信する。ファクシミリ部１０
６により受信した圧縮画像データは、ハードディスク１０８に一時的に保存することがで
きる。
【００３４】
コンピュータインターフェイス部１０７は、パーソナルコンピュータ又はワークステーシ
ョン（ＰＣ／ＷＳ）によって構成されるプリントサーバ１１０と制御部１０９の間のイン
ターフェイスであり、ＰＣ／ＷＳ１１０から転送された画像を表すコードデータ（ＰＤＬ
）をプリンタ部１０４で記録できる画像データに展開して制御部１０９に渡す。
【００３５】
制御部１０９は、リーダ部１０３、ファクシミリ部１０６、コンピュータインターフェイ
ス部１０７、及び画像メモリ１０８のそれぞれの間のデータの流れを制御するものである
。
【００３６】
バックアップＲＡＭ１１１は、電源を落としても消去されないメモリであり、デジタル複
写機１０１及び画像入出力制御部１０５においてバックアップしておかなければならない
データを保存しておくものである。
【００３７】
図２は、リーダ部１０３及びプリンタ部１０４の断面図である。
【００３８】
リーダ部１０３の原稿給送装置２０１は、原稿を最終順に１枚ずつプラテンガラス２０２
上へ給送し、原稿の読み取り動作終了後、プラテンガラス２０２上の原稿を排出するもの
である。原稿がプラテンガラス２０２上に搬送されると、ランプ２０３を点灯し、そして
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スキャナユニット２０４の移動を開始させて、原稿を露光走査する。この時の原稿からの
反射光は、ミラー２０５，２０６，２０７，及びレンズ２０８によってＣＣＤイメージセ
ンサ（以下ＣＣＤと呼ぶ）２０９へ導かれる。
【００３９】
このように、走査された原稿の画像はＣＣＤ２０９によって読み取られ、ＣＣＤ２０９か
ら出力される画像データは、所定の処理が施された後、プリンタ部１０４と画像入出力制
御部１０５の制御部１０９へ転送される。
【００４０】
プリンタ部１０４のレーザドライバ２２１は、レーザ発光部２１０を駆動するものであり
、リーダ部１０３から出力された画像データに応じたレーザ光をレーザ発光部２１０に発
光させる。このレーザ光は感光ドラム２１１に照射され、感光ドラム２１１にはレーザ光
に応じた潜像が形成される。この感光ドラム２１１の潜像の部分には現像器２１２によっ
て現像剤が付着される。
【００４１】
そして、レーザ光の照射開始と同期したタイミングで、カセット２１３及びカセット２１
４のいずれか一方より記録紙を給紙して転写部２１５へ搬送し、感光ドラム２１１に付着
された現像剤を記録紙に転写する。現像剤の乗った記録紙は定着部２１６に搬送され、定
着部２１６の熱と圧力により現像剤は記像紙に定着される。
【００４２】
定着部２１６を通過した記録紙は、排出ローラ２１７によって排出され、ソータ２２０は
排出された記録紙をそれぞれのビンに収納して記録紙の仕分けをしたり、仕分けされた記
録紙のステイプルを行う。なお、ソータ２２０は仕分けが設定されていない場合は最上ビ
ンに記録紙を収納する。
【００４３】
また、両面記録が設定されている場合は、排出ローラ２１７のところまで記録紙を搬送し
た後、排出ローラ２１７の回転方向を逆転させ、フラッパ２１８によって再給紙搬送路２
１９へ導く。多重記録が設定されている場合は、記録紙を排出ローラ２１７まで搬送しな
いようにフラッパ２１８によって再給紙搬送路２１９へ導く。再給紙搬送路２１９へ導か
れた記録紙は上述したタイミングで転写部２１５へ給紙される。
【００４４】
図３は、デジタル複写機の操作部１０２のキー配列を示す図である。
【００４５】
図中の３０１は、電源スイッチであり、本体への通電を制御する。３０２は、予熱キーで
あり、予熱モードのＯＮ／ＯＦＦに使用する。３０３は、コピーモードキーであり、複数
の機能の中からコピーモードを選択するときに使用する。３０４は、ファックスモードキ
ーであり、複数の機能の中からファックスモードを選択するときに使用する。
【００４６】
また、３０５は、パーソナルボックスキーであり、複数の機能の中からパーソナルボック
スモードを選択するときに使用する。パーソナルボックス機能とは、ユーザ個人や部署毎
に複写機内のメモリに記憶領域を持ち、そこにＰＤＬやスキャン画像を入れておき、好き
なときに出力する機能である。
【００４７】
さらに、３０６は、拡張キーであり、ＰＤＬに対する操作を行うときに使用する。３０７
は、コピースタートキーであり、コピーの開始を指示するときに用いるキーである。３０
８は、ストップキーであり、コピーを中断したり、中止したりするときに用いるキーであ
る。３０９は、リセットキーで、スタンバイ中は標準モードに復帰させるキーとして動作
する。
【００４８】
３１０は、ガイドキーであり、各機能を知りたいときに使用するキーである。３１１は、
ユーザーモードキーであり、ユーザーがシステムの基本設定を変更するときに使用する。
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３１２は、割り込みキーであり、コピー中に割り込みしてコピーしたいときに用いる。３
１３は、テンキーであり、数値の入力を行うときに使用する。３１４は、クリアキーであ
り、数値をクリアするときに用いる。
【００４９】
３１５は、ＩＤキーであり、複写機を使用する場合にＩＤの入力モードに移行するときに
使用する。３１６は、液晶画面とタッチセンサの組合せからなるタッチパネルであり、各
モード毎に個別の設定画面が表示され、さらに、描画されたキーに触れることで、各種の
詳細な設定を行うことが可能である。３１７は、ネットワークの通信状態を示すタリーラ
ンプであり、通常緑色で、通信しているときは緑色で点滅し、ネットワークエラーの場合
には赤色になる。
【００５０】
図４は、本実施形態における操作パネル３１６のコピー標準画面を示した図である。なお
、本実施形態の画像処理装置は、電源投入時にデフォルトとしてコピー標準画面で起動す
るようになっている。
【００５１】
図中の４０１は、メッセージラインであり、コピージョブの状態をメッセージで表示する
。４０２は、倍率表示であり、設定された倍率やコピーモードによって自動的に決められ
る倍率をパーセントで表示する。４０３は、用紙サイズ表示であり、選択された出力用紙
を表示し、自動用紙選択が設定されている場合にはオート用紙というメッセージを表示す
る。４０４は置数表示であり、何枚コピーするかを示す。
【００５２】
また、４０５は、縮小キーであり、縮小コピーを行いたい場合に使用する。４０６は、等
倍キーであり、縮小や拡大が設定されている場合に等倍に戻したいときに使用する。４０
７は、拡大キーであり、拡大コピーを行いたい場合に使用する。４０８は、ズームキーで
あり、細かい単位で倍率を設定して縮小コピーや拡大コピーを行いたい場合に使用する。
【００５３】
さらに、４０９は、用紙選択キーであり、出力用紙を指定する場合に使用する。４１０は
、ソータキーであり、ソートやステイプルのモードを設定する場合に使用する。４１１は
両面キーであり、両面モードを設定する場合に使用する。４１２は、濃度表示で、現在の
濃度が分かるようになっており、左側が濃度が薄く、右側が濃度が濃いことを示す。また
、濃度表示４１２は、うすくキー４１３、こくキー４１５と連動して表示が変化するよう
になっている。
【００５４】
４１３は、うすくキーであり、濃度を薄くしたい場合に使用する。４１４は自動キーであ
り、自動的に濃度を決定するモードを使用する場合に使用する。４１５は、こくキーであ
り、濃度を濃くしたい場合に使用する。４１６は、文字キーであり、文字原稿をコピーす
るのに適した濃度に自動的に設定する文字モードを設定する場合に使用する。
【００５５】
また、４１７は、文字／写真キーであり、写真が混在した原稿をコピーするのに適した濃
度に自動的に設定する文字／写真モードを設定する場合に使用する。
４１８は、応用モードキーであり、コピー標準画面で設定できない様々なコピーモードを
設定する場合に使用する。４１９は、プリント状況キーであり、現在この画像形成装置１
０１で行われているプリントの状況を見たい場合に使用する。プリント状況キー４１９は
、コピー標準画面だけではなく、常にこの位置に現れており、いつでもこのキーを押すこ
とによりプリント状況を見ることができるようになっている。
【００５６】
図５は、操作パネル３１６に表示されるジョブ履歴画面を示す図である。
【００５７】
図中の５０１は、過去に実行されたジョブの履歴リストであり、本実施形態では上から順
に新しいものから表示される。５０２は、本実施形態ではジョブの受付時刻を表示するフ
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ィールドである。５０３は、ＰＤＬプリントの場合はホスト名もしくはユーザ名を表示し
、その他のコピーやＦＡＸのジョブに関してはその機能の名前を表示するフィールドであ
る。
【００５８】
５０４は、ジョブ名を表示するフィールドであり、ＰＤＬプリントの場合はファイル名を
表示し、コピーの場合は原稿枚数と部数、ＦＡＸの場合はＦＡＸ番号を表示する。５０５
は、各ジョブの実行結果を表示するフィールドで、正常終了の場合はＯＫ、異常終了の場
合はＮＧ、ストップキー３０８などで強制終了した場合にはＳｔｏｐを表示する。
【００５９】
５０６，５０７は、それぞれ下スクロールキーと上スクロールキーで、ジョブがジョブ履
歴リスト５０１の一画面に表示しきれない場合に、ジョブ履歴リスト５０１に表示される
履歴情報を上下にスクロールさせる。５０８は詳細情報キーで、ジョブ履歴リスト５０１
で選択されたジョブの詳細情報を見る場合に使用する。詳細情報キー５０８を押すと図６
のジョブ詳細情報画面が表示される。５０９は、ジョブ履歴画面を終了するキーで、この
キーを押すことにより、図４に示す標準画面に戻る。
【００６０】
図６は、操作パネル３１６に表示されるジョブ履歴詳細画面を示す図である。
図中の６０１はジョブ履歴詳細ウィンドウで１つのプリントジョブの履歴詳細情報を表示
する。６０２は、ジョブの受付時刻を示す。６０３は、ジョブの受付番号を示す。６０４
は、ジョブのファイルサイズである。６０５は、ジョブの出力したページ数を示す。６０
６は、ＰＤＬプリントの場合はホスト名もしくはユーザ名を表示し、その他のコピーやＦ
ＡＸのジョブに関してはその機能の名前を示す。
【００６１】
６０７は、ジョブ名を表示するフィールドであり、ＰＤＬプリントの場合はファイル名を
表示し、コピーの場合は原稿枚数と部数、ＦＡＸの場合はＦＡＸ番号を表示する。６０８
は、実行結果を表示するフィールドで、正常終了の場合はＯＫ、異常終了の場合はＮＧ、
ストップキー３０８などで強制終了した場合にはＳｔｏｐを表示する。６０９は、閉じる
キーであり、このキーを押すことで図５のジョブ履歴画面に戻る。
【００６２】
図７は、操作パネル３１６に表示されるユーザ設定画面を示す図である。
【００６３】
ユーザモードキー３１１を押すことで、この画面を開くことができ、この画面から複写機
の色々な設定を行うことができる。７０１を押すことで、電源立ち上げ時に操作パネル３
１６に表示する画面を設定する画面を開くことができる。７０２を押すことで、図８に示
すジョブ履歴の設定画面を開くことができる。７０３を押すことで、自動用紙機能で使用
できるカセット段を選択する画面を開くことができる。
【００６４】
７０４は、ユーザ設定画面の項目を現在どれだけ表示しているかを分数の形で示している
。７０５，７０６はそれぞれ下スクロールキーと上スクロールキーで、項目を一画面に表
示しきれない場合に、これらのキーを押すことで項目を上下にスクロールさせる。７０７
は閉じるキーで、ユーザ設定画面を終了する場合に使用する。
【００６５】
図８は、操作パネル３１６に表示されるジョブ履歴設定画面を示す図である。
【００６６】
８０１はＯＮ／ＯＦＦキーであり、それぞれのジョブの履歴をとるかどうかを設定すると
きに使用する。ＯＮ／ＯＦＦキー８０１はそれぞれの項目に対して“ＯＮ”か“ＯＦＦ”
のどちらかしか設定できないようになっており、“ＯＮ”が履歴をとることを、“ＯＦＦ
”が履歴をとらないことを示している。８０２は取消キーであり、このキーを押すことで
、変更した設定を無効にして図７の画面に戻る。８０３はＯＫキーであり、このキー押す
ことで、変更した設定をバックアップＲＡＭ１１１に書き込み、図７の画面に戻る。
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【００６７】
図９は、本実施形態に係わる画像形成装置のジョブ履歴の保存方法を示すフローチャート
である。
【００６８】
まず、ステップＳ１では、ジョブが正常終了もしくは異常終了してステップＳ２に進む。
ステップＳ２では、終了したジョブがコピージョブかどうかを判断し、コピージョブであ
ればステップＳ３に進み、そうでなければステップＳ５に進む。
【００６９】
ステップＳ３では、バックアップＲＡＭ１１１からジョブ履歴の設定を読んでコピージョ
ブの履歴をとる設定ならばステップＳ４に進み、とらない設定ならばそのまま終了する。
ステップＳ４では、終了したコピージョブの履歴をバックアップＲＡＭ１１１に保存する
。
【００７０】
ステップＳ５では、終了したジョブがファックスジョブかどうかを判断し、ファックスジ
ョブであればステップＳ６に進み、そうでなければステップＳ８に進む。ステップＳ６で
は、バックアップＲＡＭ１１１からジョブ履歴の設定を読んでファックスジョブの履歴を
とる設定ならばステップＳ７に進み、とらない設定ならばそのまま終了する。
【００７１】
ステップＳ７では、終了したファックスジョブの履歴をバックアップＲＡＭ１１１に保存
する。ステップＳ８では、終了したジョブがパーソナルボックスジョブかどうかを判断し
、パーソナルボックスジョブであればステップＳ９に進み、そうでなければステップＳ１
１に進む。
【００７２】
ステップＳ９では、バックアップＲＡＭ１１１からジョブ履歴の設定を読んでパーソナル
ボックスジョブの履歴をとる設定ならばステップＳ１０に進み、とらない設定ならばその
まま終了する。ステップＳ１０では、終了したパーソナルボックスジョブの履歴をバック
アップＲＡＭ１１１に保存する。
【００７３】
ステップＳ１１では、終了したジョブがＰＤＬプリントジョブかどうかを判断し、ＰＤＬ
プリントジョブであればステップＳ１２に進み、そうでなければそのまま終了する。ステ
ップＳ１２では、バックアップＲＡＭ１１１からジョブ履歴の設定を読んでＰＤＬプリン
トジョブの履歴をとる設定ならばステップＳ１３に進み、とらない設定ならばそのまま終
了する。ステップＳ１３では、終了したＰＤＬプリントジョブの履歴をバックアップＲＡ
Ｍ１１１に保存する。
【００７４】
図１０は、本実施形態に係わるパソコン等のホストでのジョブ履歴ウィンドウ画面を示す
図である。
【００７５】
図中の１００１はジョブ履歴ウインドウであり、パソコンのプリンタドライバに組み込ま
れるプログラムから起動され、ジョブの履歴を取得するための設定を行うウィンドウであ
る。１００２は取得したいジョブを選択するためのボタンでトグル動作になっており、複
数のジョブを選択することができる。
【００７６】
１００３はＯＫキーであり、１００２で設定された種類のジョブ履歴を取得するコマンド
をネットワーク経由でサーバ１１０に送信する。このコマンドはサーバ１１０を介して画
像入出力制御部１０５に送信され、その返答として選択されたジョブ履歴を受け取り、図
５または図６に示したものと同様の表示をパソコン上で行う。１００４はキャンセルキー
で、ジョブ履歴を取得せずジョブ履歴ウィンドウ１００１を閉じるときに使用する。
【００７７】
図１１は、本実施形態に係わる画像形成装置のジョブ履歴問い合わせに対する処理を示す
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フローチャートである。
【００７８】
まずステップＳ２１では、プリントサーバ１１０からのジョブ履歴問い合わせを受信し、
ステップＳ２２に進む。ステップＳ２２では、バックアップＲＡＭ１１１から１つずつ履
歴情報を読み出し、ステップＳ２３に進む。ステップＳ２３では、読み出したジョブ履歴
情報がコピージョブかどうかを判断し、コピージョブであればステップＳ２４に進み、そ
うでなければステップＳ２６に進む。
【００７９】
ステップＳ２４では、コピージョブの履歴が問い合わせられているかどうかを判断し、コ
ピージョブの履歴が設定されているならばステップＳ２５に進み、そうでないならステッ
プＳ３５に進む。ステップＳ２５では、読み出したコピージョブの履歴をプリントサーバ
１１０に返すデータに追加し、ステップＳ３５に進む。
【００８０】
ステップＳ２６では、読み出したジョブ履歴情報がファックスジョブかどうかを判断し、
ファックスジョブであればステップＳ２７に進み、そうでなければステップＳ２９に進む
。ステップＳ２７では、ファックスジョブの履歴が問い合わせられているかどうかを判断
し、ファックスジョブの履歴が設定されているならばステップＳ２８に進み、そうでない
ならステップＳ３５に進む。
【００８１】
ステップＳ２８では、読み出したファックスジョブの履歴をプリントサーバ１１０に返す
データに追加し、ステップＳ３５に進む。ステップＳ２９では、読み出したジョブ履歴情
報がパーソナルボックスジョブかどうかを判断し、パーソナルボックスジョブであればス
テップＳ３０に進み、そうでなければステップＳ３２に進む。
【００８２】
ステップＳ３０では、パーソナルボックスジョブの履歴が問い合わせられているかどうか
を判断し、パーソナルボックスジョブの履歴が設定されているならばステップＳ３１に進
み、そうでないならステップＳ３５に進む。ステップＳ２５では、読み出したパーソナル
ボックスジョブの履歴をプリントサーバ１１０に返すデータに追加し、ステップＳ３５に
進む。
【００８３】
ステップＳ３２では、読み出したジョブ履歴情報がＰＤＬプリントジョブかどうかを判断
し、ＰＤＬプリントジョブであればステップＳ３３に進み、そうでなければステップＳ３
５に進む。ステップＳ３３では、ＰＤＬプリントジョブの履歴が問い合わせられているか
どうかを判断し、ＰＤＬプリントジョブの履歴が設定されているならばステップＳ３４に
進み、そうでないならステップＳ３５に進む。
【００８４】
ステップＳ３４では、読み出したＰＤＬプリントジョブの履歴をプワントサーバ１１０に
返すデータに追加し、ステップＳ３５に進む。ステップＳ３５では、読み出したジョブ履
歴情報が最後の履歴情報であるかどうかを判断し、最後の履歴情報であればステップＳ３
６に進み、そうでなければステップＳ２２に戻る。ステップＳ３６では、プリントサーバ
１１０に読み出した履歴情報を送信する。
【００８５】
なお、本実施形態においては、図９及び図１１に示したフローチャートに従ったプログラ
ムを制御部１０９内の記憶装置に格納し動作することにより、上述の制御方法を実現させ
ることが可能となる。
【００８６】
このように本実施形態では、過去に行ったジョブの実行履歴を保存し、その保存された実
行履歴を表示するようにしたので、複数のジョブを受け付けることが可能なデジタル複写
機において、ユーザは自分のジョブの実行結果を確実に知ることができる。
【００８７】
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【発明の効果】
　以上詳述したように、本発明の画像形成装置及びその制御方法によれば、複数のジョブ
を受け付けることが可能な において、ジョブ

【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の実施の一形態に係る画像形成装置の概略構成を示すブロック図である。
【図２】リーダ部１０３及びプリンタ部１０４の断面図である。
【図３】デジタル複写機の操作部１０２のキー配列を示す図である。
【図４】本実施形態における操作パネル３１６のコピー標準画面を示した図である。
【図５】操作パネル３１６に表示されるジョブ履歴画面を示す図である。
【図６】ジョブ詳細情報画面の表示状況を示す図である
【図７】操作パネル３１６に表示されるユーザ設定画面を示す図である。
【図８】ジョブ履歴の設定画面を示す図である。
【図９】実施形態に係わる画像形成装置のジョブ履歴の保存方法を示すフローチャートで
ある。
【図１０】実施形態に係わるパソコン等のホストでのジョブ履歴ウィンドウ画面を示す図
である。
【図１１】実施形態に係わる画像形成装置のジョブ履歴問い合わせに対する処理を示すフ
ローチャートである。
【符号の説明】
１０１　デジタル複写機本体
１０２　操作部
１０３　リーダ部
１０４　プリンタ部
１０５　画像入出力制御部
１０６　ファクシミリ部
１０７　コンピュータインタフェース部
１０８　画像メモリ
１０９　制御部
１１０　プリントサーバ
１１１　バックアップＲＡＭ
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種のジョブの実行結果を外部装置に送信することができるので、外部装置側で予め指定さ
れていたジョブ種のジョブの実行結果を把握することが可能になる。



【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

【 図 ７ 】 【 図 ８ 】
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【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】
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