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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　読み込んだ原稿画像データの中から白紙の画像データを判別する白紙判別部と、
　前記白紙判別部の判別により白紙の画像データと非白紙の画像データを判別して記憶す
る記憶部と、
　前記読み込んだ原稿画像データのプレビュー表示部と、
　前記白紙判別部で白紙と判別された画像データに対し、白紙飛ばし指示と、該白紙飛ば
し指示の解除指示をする白紙飛ばし設定部と、を備え、
　前記白紙飛ばし設定部における白紙飛ばし指示に基づいて、すべての原稿画像が読み取
られた後に、画像データのプレビュー表示に先立って、読み取られた原稿のページ数及び
　／又は白紙もしくは非白紙のページ数を表示し、
　その後、ユーザの指示に基づいて、非白紙と判別された画像データのみ又は白紙と判別
された画像データのみをプレビュー表示し、
　前記白紙飛ばし設定部における白紙飛ばし指示の解除指示がされた場合には、前記読み
込んだ原稿画像データをすべてプレビュー表示し、
　前記白紙飛ばし指示が有効な場合には、前記読み込んだ原稿画像データから白紙と判別
された画像データを飛ばして出力し、前記白紙飛ばし指示の解除指示が有効な場合には、
前記読み込んだ原稿画像データをすべて出力することを特徴とする原稿読取装置。
【請求項２】
　請求項１記載の原稿読取装置において、前記白紙判別部が裏の原稿が写りこんだ画像を
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含めて白紙と判別することを特徴とする原稿読取装置。
【請求項３】
　請求項１又は２に記載の原稿読取装置において、すべての原稿画像が読み取られた後に
、すべての原稿画像データが白紙の画像データと判別された場合には、プレビュー表示を
行わずに警告メッセージを表示することを特徴とする原稿読取装置。
【請求項４】
　請求項１又は２に記載の原稿読取装置において、プレビュー表示された原稿画像データ
について、削除指示された原稿画像データを、読み込んだ原稿画像データから削除して出
力することを特徴とする原稿読取装置。
【請求項５】
　請求項１乃至４のいずれかに記載の原稿読取装置と、前記原稿読取装置で読み取られた
画像を送信する送信部と、を備えることを特徴とする画像送信装置。
【請求項６】
　請求項５に記載の画像送信装置において、前記送信部は、ファクシミリ送信機能である
ことを特徴とする画像送信装置。
【請求項７】
　請求項５に記載の画像送信装置において、前記送信部は、電子メール送信機能であるこ
とを特徴とする画像送信装置。
【請求項８】
　請求項１乃至４のいずれかに記載の原稿読取装置と、前記原稿読取装置で読み取られた
画像を印刷する印刷部とを備えることを特徴とする画像形成装置。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、読み込んだ白紙を除去可能な原稿読取装置、並びに、該原稿読取装置を備え
る画像送信装置および画像形成装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、自動原稿搬送装置にセットされた複数枚の原稿を連続的に搬送して読み取ること
が可能な画像形成装置が知られている。
　この画像形成装置は、近年、デジタル化、システム化により多機能化が図られるととも
に、ネットワークに接続されるようになって、ますます機能の複合化が図られている。
【０００３】
　このような画像形成装置において、片面原稿の表裏が間違えてセットされたり、白紙が
混ざってセットされてしまった場合には、白紙の複写や送信がなされてしまう。
【０００４】
　特許文献１では、ファクシミリ送信する前に、作成したイメージをプレビューし、原稿
内容が再現されているか否かをユーザに確かめさせている。
　また、特許文献２では、読み取った原稿中に白紙ページが存在した場合、白紙ページの
存在を通知し、通知されたページを再度読み取らせてから、複写あるいは送信を行ってい
る。
【特許文献１】特開２００１－３１３６６４号公報
【特許文献２】特開２００２－１１６６６５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、特許文献１では、作成したイメージが相違する場合には、正しくなるま
で再読み取りを行わなければならない。
　また、特許文献２では、原稿を読み終えた後に、白紙ページの存在が通知されるが、こ
のページが間違ってセットされたものか、元々白紙であったのか、あるいは、白紙と誤っ
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て判断されたものであるかは、ユーザがこのページを原稿から抜き出して確かめなければ
ならない。
【０００６】
　本発明は、上述の実情を考慮してなされたものであって、読み取った原稿画像の出力処
理をする前に、読み取った原稿画像の中に白紙があると判断した場合、プレビュー表示さ
せて、ユーザに読み込み内容を確認させることが可能な原稿読取装置、並びに、該原稿読
取装置を備える画像送信装置および画像形成装置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】
【０００７】
　上記課題を解決する第１の技術手段は、読み込んだ原稿画像データの中から白紙の画像
データを判別する白紙判別部と、前記白紙判別部の判別により白紙の画像データと非白紙
の画像データを判別して記憶する記憶部と、前記読み込んだ原稿画像データのプレビュー
表示部と、前記白紙判別部で白紙と判別された画像データに対し、白紙飛ばし指示と、該
白紙飛ばし指示の解除指示をする白紙飛ばし設定部と、を備え、前記白紙飛ばし設定部に
おける白紙飛ばし指示に基づいて、すべての原稿画像が読み取られた後に、画像データの
プレビュー表示に先立って、読み取られた原稿のページ数及び／又は白紙もしくは非白紙
のページ数を表示し、
　その後のユーザの選択指示に基づいて、非白紙と判別された画像データのみ又は白紙と
判別された画像データのみをプレビュー表示し、
すべての原稿画像が読み取られた後に非白紙と判別された画像データのみ又は白紙と判別
された画像データのみをプレビュー表示し、前記白紙飛ばし設定部における白紙飛ばし指
示の解除指示がされた場合には、前記読み込んだ原稿画像データをすべてプレビュー表示
し、前記白紙飛ばし指示が有効な場合には、前記読み込んだ原稿画像データから白紙と判
別された画像データを飛ばして出力し、前記白紙飛ばし指示の解除指示が有効な場合には
、前記読み込んだ原稿画像データをすべて出力する原稿読取装置を特徴とする。
【０００８】
　第２の技術手段は、第１の技術手段の原稿読取装置において、前記白紙判別部が裏の原
稿が写りこんだ画像を含めて白紙と判別することを特徴とする。
【０００９】
　第３の技術手段は、第１又は第２技術手段の原稿読取装置において、すべての原稿画像
が読み取られた後に、すべての原稿画像データが白紙の画像データと判別された場合には
、プレビュー表示を行わずに警告メッセージを表示することを特徴とする。
【００１０】
　第４の技術手段は、第１又は第２技術手段の原稿読取装置において、プレビュー表示さ
れた原稿画像データについて、削除指示された原稿画像データを、読み込んだ原稿画像デ
ータから削除して出力することを特徴とする。
【００１１】
　第５の技術手段は、第１乃至第４の技術手段のいずれかの原稿読取装置と、前記原稿読
取装置で読み取られた画像を送信する送信部と、を備える画像送信装置を特徴とする。
【００１２】
　第６の技術手段は、第５の技術手段の画像送信装置において、前記送信部は、ファクシ
ミリ送信機能であることを特徴とする。
【００１３】
　第７の技術手段は、第５の技術手段の画像送信装置において、前記送信部は、電子メー
ル送信機能であることを特徴とする。
【００１４】
　第８の技術手段は、第１乃至第４の技術手段のいずれかの原稿読取装置と、前記原稿読
取装置で読み取られた画像を印刷する印刷部とを備える画像形成装置を特徴とする。
【発明の効果】
【００１６】
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　本発明によれば、読み取った原稿画像の出力処理をする前に、読み取った原稿画像の中
に白紙があると判断した場合、プレビュー表示させて、ユーザに読み込み内容を確認させ
ることが可能になる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１７】
　以下、図面を参照して本発明の原稿読取装置に係る好適な実施形態について説明する。
　以下、本発明に係る実施形態は、印刷機能、複写機能、スキャン機能、ファクシミリ送
受信機能等を有するデジタル複合機として説明するが、自動的に連続して複数の原稿を読
み取ることが可能な原稿読取装置、画像送信装置および画像形成装置に適用可能である。
【００１８】
＜実施形態１＞
（Ａ）システムの全体構成：
　図１は、本実施形態１に係るデジタル複合機を用いて構築される画像処理システムの全
体構成を示す模式図である。図１において、画像処理システムは、デジタル複合機１００
に、通信網ＰＮ，ＬＮ，ＩＮを介して各種の外部機器２００，３００，４００，５００が
接続されて構成される。
【００１９】
　ここで通信網は、公衆回線や専用回線を経由して外部と接続するインターネット網ＩＮ
や、同一敷地内でネットークを構築するネットワーク網ＬＮ、公衆電話回線網ＰＮ、ある
いは、それらを組み合わせた方式であってもよい。さらには、無線ＬＡＮによる接続であ
ってももちろん構わない。
【００２０】
　ネットワーク網ＬＮには、パーソナルコンピュータ等の外部コンピュータ２００が接続
されおり、図示しないゲートウェイ等を介して接続されているインターネット網ＩＮには
外部コンピュータ３００、および、インターネットファクシミリ装置４００が接続されて
いる。また、公衆電話回線網ＰＮを介して外部のファクシミリ装置５００が接続されてい
る。
【００２１】
（Ｂ）デジタル複合機のハードウェア構成：
　図２は、本実施形態に係るデジタル複合機１００のハードウェア構成を示す概略ブロッ
ク図である。図２において、デジタル複合機１００は、メイン制御部１、制御用メモリ２
、二次記憶部３、読取部４、画像記憶部５、白紙判別部６、記録部７、操作パネル９、パ
ネル制御部１０、ＬＡＮ制御部１１、網制御部１２、モデム１３を備えている。
【００２２】
　メイン制御部１は、ＣＰＵ（中央制御ユニット）などで実現され、制御用メモリ２に記
憶された制御プログラムを実行することによって、デジタル複合機１００の全体の制御を
行う。
　制御用メモリ２は、不揮発性メモリ、もしくはバックアップされたメモリなどからなり
、デジタル複合機１００を制御する制御プログラムや相手先情報等が記憶されている。
　二次記憶部３は、ＲＡＭ（Random Access Memory）やハードディスク等で構成され、制
御プログラムの実行に伴って入出力される一時的なデータ用として使用される。
【００２３】
　読取部４は、ＣＣＤ（電荷結合素子）等の光学系から構成されるラインセンサおよび図
示しない自動原稿搬送装置を備えており、自動原稿搬送装置に載置された原稿を所定の解
像度の原稿画像として読み取り、読み取った結果の原稿画像データを画像記憶部５に記憶
する。また、ユーザから白紙飛ばしの指示がなされている場合は、読み取った結果の原稿
画像データと、原稿画像データから生成されたプレビュー用の画像データとを対応付けて
画像記憶部５に記憶する。
【００２４】
　画像記憶部５は、画像データを記憶し、読取部４から読み取ったデータ、外部のコンピ
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ュータやファクシミリ装置との送受信データや、記録部７で処理された画像データを一時
的に格納するバッファとして使われる。
　記録部７は、電子写真方式のプリンタ装置であり、読取部４で読み取った原稿画像デー
タや、外部のコンピュータやファクシミリ装置より受信した画像データを記録用紙に印字
する。
【００２５】
　白紙判別部６は、読取部４で読取られた原稿画像データが白紙であるか否かを公知の技
術により判定し、判定結果を出力する。この判定は、原稿の全領域で行うのではなく、原
稿の左右／上下のマージン部分を省いた有効画像領域（任意に設定可能）内で行う。
【００２６】
　本実施形態では、原稿の地肌色を削除し、実質的に何も書かれていない状態の原稿を「
白紙」と言い、白紙判別部６では、例えば、次の状態の画像データを白紙であると判断す
る。
【００２７】
（１）実質的に何も書かれていない状態の原稿を読み取ったときの画像データ。
（２）スキャナの読取面にゴミや汚れが付着した状態で、（１）の原稿を読み取ったとき
の画像データ。
（３）ゴミや汚れが付着した（１）の原稿を読み取ったときの画像データ。
（４）（１）の原稿を読み取った時に付加されたノイズを含む画像データ。
【００２８】
　公知の白紙判定方法としては、例えば、原稿１ページに含まれる全画素数に対して、黒
の画素数が所定割合（閾値）以下のときには、白紙であると判別し、所定割合（閾値）を
超えるときには、白紙でないと判別する。また、原稿がカラー画像や濃淡画像を含む場合
には、例えば、読み取った原稿画像データを２値化処理して、上記の判別を行う。
【００２９】
　最後に、白紙判別部６は、原稿画像が「白紙」または「非白紙」のいずれであるかを判
別結果として出力する。
【００３０】
　パネル制御部１０は、操作パネル９の入力に応じた表示やメイン制御部１からの指示に
応じた表示を制御するとともに、操作パネル９から入力された情報をメイン制御部１へ出
力する。操作パネル９は、図３に例示するような、表示部９１および表示部９１の右側に
操作部９２を備えている。
【００３１】
　表示部９１は、例えば、液晶パネルにより構成されており、ユーザに報知すべき情報を
詳細に案内表示できるようになっている。また、この液晶パネルの画面上には透明なタッ
チパネルが設けられており、液晶パネル上に表示される情報に従ってタッチパネルを操作
する。このタッチパネルは、装置内に指示情報として入力するための操作部９２の構成要
素である。
【００３２】
　表示部９１は、初期画面として、「コピーモード」に基本画面が表示された状態で待機
している。この基本画面の略中央域に本装置の外観図が表示され、システム構成（大容量
給紙ユニット、フィニッシャユニット等の構成）が視認できるようになっている。また、
選択されているモードや、選択されている給紙トレイ、画像形成等に関する情報も併せて
表示されている。
【００３３】
　また、操作部９２は、タッチパネルの他に、表示部９１に隣接して配置されたキー群が
あり、数値入力のためのテンキー９２ａ、入力した設定値をクリアするためのクリアキー
９２ｂ、入力した各種設定を全解除するための全解除キー９２ｃ、コピー開始や送信開始
等を指示するためのスタートキー９２ｄ、プリントモードの切替キー９２ｅ、ファクシミ
リ送信モードの切替キー９２ｆ、コピーモードの切替キー９２ｇ、ユーザによる設定を受
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け付けるシステム設定キー９２ｈ等が含まれる。
【００３４】
　ＬＡＮ制御部１１は、ネットワーク網ＬＮと接続され、インターネット網ＩＮ経由によ
る電子メールデータの通信およびインターネットＦＡＸの通信を行う。
　網制御部（ＮＣＵ：Network Control Unit）１２は、アナログの公衆電話回線網（ＰＳ
ＴＮ）ＰＮとの回線の閉結および開放の動作を行うハードウェアであり、必要に応じてモ
デム１３を公衆電話回線網ＰＮと接続する。
　モデム１３は、ファクシミリ通信が可能なファクシミリモデムから構成され、網制御部
１２から公衆電話回線網ＰＮと接続し、ファクシミリの通信を行う。
【００３５】
　次に、原稿の読み取りから送信／印刷までの処理手順を説明する。この処理手順は、制
御プログラムの一部を形成しているものであり、メイン制御部１で実行される。
【００３６】
　図４Ａ、図４Ｂは、ファクシミリ送信を例にした、原稿の読み取りから送信までの処理
手順を説明するフローチャートである。
　ユーザは、送信する原稿を自動原稿搬送装置にセット、送信のための各種設定を行って
スタートキー９２ｄを押す（ステップＳ１乃至Ｓ５）。上記の操作は、次の手順で行う。
【００３７】
　まず、原稿をセットした後、操作パネル９の表示部９１に表示されている基本画面（図
３）においてイメージ送信タブ３１をタッチすると、表示部９１に送信モードの基本画面
が表示される（図５）。
【００３８】
　次に、この送信モードの基本画面において、処理種別（スキャナ、インターネットＦＡ
Ｘ、ファクス、データ入力等）に応じた各種設定を行ったあと、アドレス入力ボタン３２
を押すと、アドレス設定画面が表示される（図６）ので、送信先のアドレスを入力して、
基本設定ボタン３４を押すと、送信モードの基本画面に戻る（図５）。
【００３９】
　次に、図５において、特別機能ボタン３３を押すと、特別機能画面が表示されるので、
白紙飛ばしボタン３５およびＯＫボタン３６を押して（図７）、戻った送信モードの基本
画面でプレビュー確認ボタン３７を押して（図８）、スタートキー９２ｄを押す。
【００４０】
　これにより、原稿の読み込みが開始され、「原稿を読み込み中です。」のダイアログメ
ッセージを表示部９１に表示するとともに（ステップＳ６）、白紙の判別処理およびプレ
ビューの生成処理を行う（ステップＳ７）。このステップＳ７では、読み込まれる原稿毎
に次の処理が行われる。
【００４１】
　読取部４により原稿が１ページ読み取られる度に、読み取られた原稿画像データにファ
イル名を付けて画像記憶部５に記憶するとともに、読み取った原稿画像のサムネイル画像
を生成してファイル名を付けて画像記憶部５に記憶し、これらのファイル名をページ番号
と対応付けてプレビューテーブルを構成して、二次記憶部３に記憶する。
【００４２】
　次に、白紙判別部６により、読み取った原稿画像データが白紙か否かを判別して、判別
された「白紙」、あるいは、「非白紙」の区別をページ番号に対応付けてプレビューテー
ブルに記憶する。
【００４３】
　すべての原稿について以上の処理が終了したあと、プレビューテーブルの区分を参照し
て、読み込んだ原稿の枚数と「非白紙」の枚数をカウントし、「非白紙と判別されたペー
ジ数」がゼロでなかったときには、読み込んだすべての原稿画像が白紙でなかったとして
、送信をするか否かの図９のようなメッセージを表示部９１に表示する（ステップＳ８）
。
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　上記のメッセージは、「読み取った全部のページ数と非白紙と判別されたページ数」を
表示部９１に表示させる。
　この表示されたメッセージを見ることにより、ユーザは白紙ページが存在したか否かを
、容易に認識することができる。
　あるいは、ユーザが原稿のページ数を把握しているのであれば、「非白紙と判別された
ページ数」だけを表示部９１に表示させるようにしても構わない。
【００４４】
　ここで、「非白紙と判別されたページ数」がゼロのときには、読み込んだすべての原稿
画像データが白紙と判別されたとして、原稿の表裏を間違えてセットした可能性が高いの
で、図１０のようなメッセージ（「すべて白紙と認識されました。原稿を確認してくださ
い。」）を表示部９１に表示し、設定を保持したまま送信モードの基本画面（図５）に戻
る。その際は、ユーザは、原稿をセットしなおして、スタートキー９２ｄを押すだけでよ
く、再度設定を入力するという手間が省略される。
　このメッセージを見ることにより、ユーザは、原稿が裏表逆向きにセットされていた可
能性を容易に認識でき、その後の対応を容易に行うことができる。
【００４５】
　図９のダイアログのＯＫボタン、あるいは、キャンセルボタンの押下を監視し、ＯＫボ
タンが押されたことを検知すると（ステップＳ９でＹＥＳ）、ステップＳ１２へ進む。
　また、キャンセルボタンが押されたことを検知すると（ステップＳ１０でＹＥＳ）、送
信処理を中止して、送信モードの基本画面（図５）に戻る。
　また、所定時間経過（例えば、６０秒）しても、キャンセルボタンおよびＯＫボタンの
いずれも押されない場合（ステップＳ１１でＹＥＳ）、送信処理を中止して送信モードの
基本画面（図５）に戻る。これは、ユーザの判断がつかない場合であり、原稿の設定ミス
や白紙の判断ミスが考えられるので、送信してしまうと、誤送信による相手での無駄な印
刷や通信費用の発生するので、これを防止すること意味がある。
【００４６】
　「ＯＫ」ボタンが押されたことを検知すると、プレビュー確認画面へ自動的に切り替え
て、区分が「非白紙」のページだけからなるサムネイル画像３７を用いて、図１１のよう
なプレビュー画面を表示する（ステップ１２）。ここで、前進ボタン３９／後退ボタン４
０を押すことによって、非白紙として判断されたページのサムネイル画像３８が順次表示
できる。
【００４７】
　図１１の再設定ボタン４１が押されたことを検知すると（ステップＳ１３でＹＥＳ）、
図１２に例示した画面を表示し、特別機能ボタン４４が押されたことを検知すると（ステ
ップＳ１４でＹＥＳ）、図１３に例示した画面を表示し、白紙飛ばしボタン４５が押され
たことを検知すると（ステップＳ１５でＹＥＳ）、図１４に例示したように「白紙飛ばし
」機能が解除され、さらに、ＯＫボタン４６が押されると、図１５に例示した画面を表示
し、再プレビューボタン４７が押されたことを検知すると（ステップＳ１６でＹＥＳ）、
図１１の画面に移行し、ユーザの前進ボタン３９／後退ボタン４０が押されたことを検知
することによって、読み取ったすべてのページのサムネイル画像３８が順次表示される（
ステップＳ１７）。
【００４８】
　次に、図１１の送信開始ボタン４２が押されたことを検知すると（ステップＳ１８でＹ
ＥＳ）、現在選択されている「白紙飛ばし」機能に基づいて読み取った原稿画像データを
送信する（ステップＳ１９）。ここで、「白紙飛ばし」機能が有効であれば、非白紙と判
別された原稿画像データのみを送信し、「白紙飛ばし」機能が解除されている場合には、
白紙と判別された原稿画像データを含めて、読み取ったすべての原稿画像データを送信す
る。
　この送信機能としては、ファクシミリ通信機能やインターファックス通信による電子メ
ール送信機能を用いることができる。
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【００４９】
　以上の説明は、本発明をファクシミリ通信処理に適用した例であるが、印刷処理につい
ても同様に適用できる。
　印刷処理の場合には、図４のフローチャートにおいて、ステップ２の送信先設定を省き
、ステップＳ１９において送信処理を印刷処理に置き換えるだけで、他のステップの処理
は同じであるため説明を省略する。
【００５０】
＜実施形態２＞
　上述の実施形態１では、上記の（１）乃至（４）のいずれの原稿であっても白紙として
いたが、本実施形態２では、裏の原稿が写りこんだ画像についてのみ、あるいは、裏の原
稿の写りこんだ画像を含めて、白紙と判別する。
　これは、両面原稿を片面を印刷したり、ファクシミリ送信する場合に、片面にのみ印刷
されている原稿（例、表紙、合紙、裏表紙）が混在していると、裏の原稿が写りこんでく
るので、その原稿ページを除去するために用いる。
【００５１】
　裏の原稿が写りこんだ画像を判別する公知の方法としては、特開平０８－３４０４４７
号公報あるいは特開２００２－７７６０６号公報に記載された方法がある。例えば、原稿
画像のすべての画素の濃度値が所定の閾値より小さいときに、裏の原稿が写りこんだ白紙
と判別することができる。
【００５２】
　白紙判別部６は、裏の原稿が写りこんだ画像だけを白紙とする場合には、原稿画像が「
裏の原稿が写りこんだ画像」、および、「非白紙」のいずれであるかを区別し、この区別
を判別結果として出力する。また、白紙および裏の原稿が写りこんだ画像をともに白紙と
する場合には、原稿画像が「白紙または裏の原稿が写りこんだ画像」、および、「非白紙
」のいずれであるかを区別し、この区別を判別結果として出力する。
　読取部４では、読み取った原稿画像データとサムネイル画像と、判別結果とをページ番
号に対応付けてプレビューテーブルに記憶する。
【００５３】
　最初にプレビュー表示を行うときには、「非白紙」と判断されたページのみのサムネイ
ル画像３８を表示し、再プレビューボタン４７を押して「白紙飛ばし」機能の解除が行わ
れたときには、読み取ったすべての原稿画像のサムネイル画像３８を表示する（図１１）
。
　また、プレビュー表示を行うときに、「白紙」と判断されたページのみのサムネイル画
像３８を表示し、再プレビューボタン４７が押されてたときに「白紙飛ばし」が解除され
たときに、読み取ったすべての原稿画像のサムネイル画像３８を表示するようにしてもよ
い。
【００５４】
　以上により、読み取った原稿画像の出力処理をする前に、読み取った原稿画像の中に白
紙あるいは裏の原稿が写りこんだ画像があると判断した場合、プレビュー表示させて、ユ
ーザに読み込み内容を確認させることが可能になる。
【００５５】
＜変形例１＞
　上述の実施形態１および実施形態２では、最初にプレビュー表示するときに、「非白紙
」と判別されたページについて表示し、「白紙飛ばし」機能を解除したときにすべてのペ
ージを表示するようにしていたが、本変形例１では、最初にプレビュー表示するときに、
「白紙（裏の原稿が写りこんだ画像も含む）」と判別されたページを表示し、「白紙飛ば
し」機能を解除したときに読み取ったすべてのページを表示するようにしてもよい。
【００５６】
　以上のように本変形例１を構成することによって、読み取った原稿画像の中に白紙があ
ると判別した場合、プレビュー表示させて、読み込み内容を確認させることができる。
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　このとき、「白紙」と判別されたページを先にプレビュー表示することにより、「白紙
」との判別が正しく判定されているかを、早く確認することができる。
【００５７】
＜変形例２＞
　上述の実施形態および変形例では、白紙（裏の原稿が写りこんだ画像も含む）として判
定されたページをすべて削除するか、あるいは、すべて削除しないようにするかのいずれ
かを選択していた。
　しかし、白紙（裏の原稿が写りこんだ画像も含む）として判定されたページには、正し
く判定されたものも、あるいは、誤って判定されたものも存在しているものと思われる。
【００５８】
　本変形例２では、「プレビュー」あるいは「再プレビュー」を行っているときに、図１
１のページ削除ボタン４３を押すことによって、出力処理を行うときに、サムネイル画像
３８に対応する原稿画像データを削除する。また、削除に当たっては、削除確認のダイア
ログを表示するようにしてもよい。
【００５９】
＜変形例３＞
　上述の実施形態および変形例では、白紙飛ばしボタンとプレビュー確認ボタンが押され
た場合に、プレビュー表示を行っていたが、本変形例３では、白紙飛ばしボタンが押され
た場合に、必ずプレビュー表示を行うようにする。
【００６０】
　この場合、図４のフローチャートにおいて、ステップＳ２を省略し、ステップＳ４で「
白紙飛ばし」機能が選択された場合、自動的にプレビュー確認、すなわち、プレビュー表
示を行う。
【００６１】
　尚、本発明は上述した実施形態に限定されず、本発明の要旨を逸脱しない範囲内で各種
の変形、修正が可能であるのは勿論である。
【図面の簡単な説明】
【００６２】
【図１】実施形態に係るデジタル複合機を用いて構築される画像処理システムの全体構成
を示す模式図である。
【図２】実施形態に係るデジタル複合機のハードウェア構成を示す概略ブロック図である
。
【図３】操作パネルおよび表示部に表示される初期画面の基本画面を例示する図である。
【図４Ａ】ファクシミリ送信を例にした、原稿の読み取りから送信までの処理手順を説明
するフローチャート（その１）である。
【図４Ｂ】ファクシミリ送信を例にした、原稿の読み取りから送信までの処理手順を説明
するフローチャート（その２）である。
【図５】送信モードの基本画を例示する図である。
【図６】送信モードのアドレス設定画面を例示する図である。
【図７】送信モードの特別機能の設定画面を例示する図である。
【図８】プレビュー確認ボタンを設定したときの画面を例示する図である。
【図９】白紙枚数を通知するメッセージの例を示す図である。
【図１０】すべての原稿が白紙であることを通知するメッセージの例を示す図である。
【図１１】プレビュー画面を例示する図である。
【図１２】再設定ボタンが押されたときの再設定画面を例示する図である。
【図１３】特別機能ボタンが押されたときの「白紙飛ばし」機能を解除する画面を例示す
る図である。
【図１４】白紙飛ばし機能が解除された状態の画面を例示する図である。
【図１５】再プレビューを押下するときの画面を例示する図である。
【符号の説明】
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【００６３】
ＬＮ…ローカル通信ネットワーク網、ＩＮ…インターネット通信網、ＰＮ…公衆電話回線
網、１…メイン制御部、２…制御用メモリ、３…二次記憶部、４…読取部、５…画像記憶
部、６…白紙判別部、７…記録部、９…操作パネル、９１…表示部、９２…操作部、９２
ａ…テンキー、９２ｂ…クリアキー、９２ｃ…全解除キー、９２ｄ…スタートキー、９２
ｅ…切替キー、９２ｆ…切替キー、９２ｇ…切替キー、９２ｈ…システム設定キー、１０
…パネル制御部、１１…ＬＡＮ制御部、１２…網制御部、１３…モデム、１００…デジタ
ル複合機、２００…外部コンピュータ、３００…外部コンピュータ、４００…インターネ
ットファクシミリ装置（ファクシミリ装置）、５００…ファクシミリ装置、３１…イメー
ジ送信タブ、３２…アドレス入力ボタン、３３…特別機能ボタン、３４…基本設定ボタン
、３５…白紙飛ばしボタン、３６…ＯＫボタン、３７…プレビュー確認ボタン、３８…サ
ムネイル画像、３９…前進ボタン、４０…後退ボタン、４１…再設定ボタン、４２…送信
開始ボタン、４３…ページ削除ボタン、４４…特別機能ボタン、４５…白紙飛ばしボタン
、４６…ＯＫボタン、４７…再プレビューボタン。

【図１】 【図２】
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【図９】

【図１０】

【図１１】

【図１２】

【図１３】

【図１４】



(13) JP 4567771 B2 2010.10.20

【図１５】



(14) JP 4567771 B2 2010.10.20

10

フロントページの続き

(72)発明者  中村　武志
            大阪府大阪市阿倍野区長池町２２番２２号　シャープ株式会社内

    審査官  橋爪　正樹

(56)参考文献  特開２００４－２３５６８０（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００６－１８０３４３（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平０５－２７６３０６（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００２－０７７６０６（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平１１－２８４８４６（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｈ０４Ｎ　１／００－　１／００　１０８
              Ｈ０４Ｎ　１／２１
              Ｈ０４Ｎ　１／３８－　１／３９３
              Ｇ０３Ｇ１５／００－１５／００　５５０


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

