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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の画像を入力する入力手段と、
　前記入力手段によって入力された原稿画像を構成するテキスト領域及び画像領域を分割
し、複数のオブジェクトとするオブジェクト化手段と、
　前記オブジェクト化手段によってオブジェクト化された複数のオブジェクトを表示する
表示手段と、
　前記表示手段によって表示された複数のオブジェクトの中から、第一のキーオブジェク
トとなるオブジェクト及び該第一のキーオブジェクトと異なるオブジェクトである第二の
キーオブジェクトを指定する指定手段と、
　前記原稿画像内に含まれる複数のオブジェクト各々と前記指定手段によって指定された
前記第一のキーオブジェクトとを比較し、前記複数の原稿画像から前記第一のキーオブジ
ェクトを含む原稿画像を判定する判定手段と、
　前記判定手段によって前記第一のキーオブジェクトを含むと判定された原稿画像を選択
し、該選択された原稿画像を記録紙にコピーする印刷手段と
　を有し、
　前記印刷手段は、
　前記コピーに際して、前記指定手段によって指定された前記第二のキーオブジェクトを
含む原稿画像内から該第二のキーオブジェクトに関連する情報を抽出し、該抽出した情報
を前記記録紙のタブ、ヘッダ、フッダのいずれかに印刷する
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　ことを特徴とする画像処理装置。
【請求項２】
　前記第二のキーオブジェクトに関連する情報は、
　前記第二のキーオブジェクトが含まれる原稿画像内において、前記第二のキーオブジェ
クトに続いて配置されるオブジェクト内のテキストである
　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】
　前記印刷手段は、
　前記判定手段によって前記第一のキーオブジェクトを含むと判定された原稿画像をタブ
紙に印刷する
　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４】
　複数の原稿画像を入力する入力ステップ、
　前記入力ステップによって入力された原稿画像を構成するテキスト領域及び画像領域を
分割し、複数のオブジェクトとするオブジェクト化ステップと、
　前記オブジェクト化ステップによってオブジェクト化された複数のオブジェクトを表示
する表示ステップと、
　前記表示ステップによって表示された複数のオブジェクトの中から、第一のキーオブジ
ェクトとなるオブジェクト及び該第一のキーオブジェクトと異なるオブジェクトである第
二のキーオブジェクトを指定する指定ステップと、
　前記原稿画像内に含まれる複数のオブジェクト各々と前記指定手段によって指定された
前記第一のキーオブジェクトとを比較し、前記複数の原稿画像から前記第一のキーオブジ
ェクトを含む原稿画像を判定する判定ステップと、
　前記判定ステップによって前記第一のキーオブジェクトを含むと判定された原稿画像を
選択し、該選択された原稿画像を記録紙にコピーする印刷ステップと
　を有し、
　前記印刷ステップでは、
　前記コピーに際して、前記指定ステップによって指定された前記第二のキーオブジェク
トを含む原稿画像内から該第二のキーオブジェクトに関連する情報を抽出し、該抽出した
情報を前記記録紙のタブ、ヘッダ、フッダのいずれかに印刷する
　ことを特徴とする画像処理方法。
【請求項５】
　前記第二のキーオブジェクトに関連する情報は、
　前記第二のキーオブジェクトが含まれる原稿画像内において、前記第二のキーオブジェ
クトに続いて配置されるオブジェクト内のテキストである
　ことを特徴とする請求項４に記載の画像処理方法。
【請求項６】
　前記印刷ステップでは、
　前記判定ステップによって前記第一のキーオブジェクトを含むと判定された原稿画像を
タブ紙に印刷する
　ことを特徴とする請求項４に記載の画像処理方法。
【請求項７】
　画像処理装置を制御して、請求項４乃至６のいずれか１項に記載された画像処理を実現
することを特徴とするコンピュータプログラム。
【請求項８】
　請求項４乃至６のいずれか１項に記載されたコンピュータプログラムが記録されたこと
を特徴とするコンピュータが読み取り可能な記録媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　本発明は画像処理装置およびその方法に関し、例えば、複数の画像の中から必要な画像
を出力する画像処理に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、光学文字認識(OCR)技術の発達や、画像データのベクタ化など複合機(MFP)の多機
能化により、紙に画像として記録されたデータと電子データがシームレスに取り扱えるよ
うになってきた。このような技術を背景として、膨大な原稿の中から必要な原稿のみを自
動的にピックアップしてコピーする機能が望まれている。このような要望を実現するため
に、原稿画像に埋め込んだ付加情報を読み取り、読み取った情報に基づいて必要な原稿を
選り分け、コピーするという技術は特開平6-20027号公報に開示されている。
【０００３】
　しかし、特開平6-20027号公報に開示された選り分け動作は、予め決められた特定の付
加情報について行われるのみであり、ユーザが指定する情報に基づきコピー制御を行う方
法は開示されていない。言い換えれば、ユーザが指定する情報に基づきコピー動作を制御
して、膨大な原稿の中から必要な原稿のみをピックアップして、コピーを行うことが望ま
れる。
【０００４】
　あるいは、多数の原稿をコピーした場合、所望する原稿のコピーを容易に探し出せるよ
うにすることが望まれる。
【０００５】
【特許文献１】特開平6-20027号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明は、複数の画像の中から選択的に画像を出力することを目的とする。
【０００７】
　また、多数の原稿のコピーから、所望する原稿のコピーの選り分けを容易にすることを
他の目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明は、前記の目的を達成する一手段として、以下の構成を備える。
【０００９】
　本発明にかかる画像処理装置は、複数の画像を入力する入力手段と、
　前記入力手段によって入力された原稿画像を構成するテキスト領域及び画像領域を分割
し、複数のオブジェクトとするオブジェクト化手段と、
　前記オブジェクト化手段によってオブジェクト化された複数のオブジェクトを表示する
表示手段と、
　前記表示手段によって表示された複数のオブジェクトの中から、第一のキーオブジェク
トとなるオブジェクト及び該第一のキーオブジェクトと異なるオブジェクトである第二の
キーオブジェクトを指定する指定手段と、
　前記原稿画像内に含まれる複数のオブジェクト各々と前記指定手段によって指定された
前記第一のキーオブジェクトとを比較し、前記複数の原稿画像から前記第一のキーオブジ
ェクトを含む原稿画像を判定する判定手段と、
　前記判定手段によって前記第一のキーオブジェクトを含むと判定された原稿画像を選択
し、該選択された原稿画像を記録紙にコピーする印刷手段と
　を有し、
　前記印刷手段は、
　前記コピーに際して、前記指定手段によって指定された前記第二のキーオブジェクトを
含む原稿画像内から該第二のキーオブジェクトに関連する情報を抽出し、該抽出した情報
を前記記録紙のタブ、ヘッダ、フッダのいずれかに印刷する
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　ことを特徴とする。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明によれば、複数の画像の中から選択的に画像を出力することができる。
【００１８】
　また、多数の原稿のコピーから、所望する原稿のコピーを容易に選り分けることができ
る。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１９】
　以下では、本発明にかかる実施例の画像処理を図面を参照して詳細に説明する。
【実施例１】
【００２０】
［コピー動作の概要］
　図1は後述する画像処理を実行するMFPによってコピーを行った結果を模式的に示す図で
ある。
【００２１】
　MFPの操作パネルなどを操作して、キーオブジェクトとして「Title:」113を指定し、コ
ピー元の原稿101～109をコピーすると、原稿101～109のうち指定されたキーオブジェクト
を含む原稿がコピーされ、コピー結果として原稿101、104および107のコピー110、111お
よび112が得られる。勿論、その他の原稿はコピーされない。
【００２２】
　以下では、上記のコピー動作（以下、選択的コピーと呼ぶ）を行うMFPの画像処理を詳
細に説明する。
【００２３】
［MFP］
　図2はMFPのコントローラ200の構成例を示すブロック図である。
【００２４】
　コントローラ200は、ROM 202またはハードディスクなどの大容量の記憶装置(HD) 210に
記憶されたソフトウェアを実行するCPU 201を備える。CPU 201は、RAM 203をワークメモ
リとして、システムバス213を介して各デバイスまたはデバイスの制御部を総括的に制御
する。
【００２５】
　外部入力コントローラ(PANELC) 205は、MFPの操作パネル206に備わる各種ボタンやタッ
チパネル等からの指示や入力を受け付け、受け付けた指示や入力をCPU 201に供給する。
ディスプレイコントローラ(DISPC) 207は、CPU 201の制御に従い、例えば液晶パネルで構
成されるディスプレイ208の表示を制御する。ディスクコントローラ(DKC) 209は、CPU 20
1の制御に従い、画像の一時的記憶場所としても利用されるHD 210の読み書きを制御する
。
【００２６】
　ネットワークインタフェイスカード(NIC) 204は、ローカルエリアネットワーク(LAN) 2
14を介して、他のネットワーク機器やファイルサーバなどと通信し、CPU 201の制御に従
い、双方向にデータをやり取りする。
【００２７】
　プリンタ211は、CPU 201の制御に従い、電子写真方式またはインクジェット方式などの
記録方法により記録紙に画像を印刷する、MFPのプリンタ部である。スキャナ212は、CPU 
201の制御に従い、原稿画像を読み込む、MFPのスキャナ部である。スキャナ212には、多
くの場合、オプションとして図示しないオートドキュメントフィーダ(ADF)が装着され、
複数枚の原稿を連続して読み込むことができる。
【００２８】
　以下では、MFPの動作や画像処理を説明するが、その動作や画像処理は、ROM 202または
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HD 210に格納されたプログラムを実行するCPU 201によって行われる。その際、各種デー
タの格納場所（ワークエリア）にはRAM 203が利用され、スキャナ212で読み取った原稿画
像や印刷画像の一時保存場所にはRAM 203のほか、HD 210も利用される。
【００２９】
［キーオブジェクトの指定］
　図3は選択的コピーを制御するキーオブジェクトを指定する手順を示すフローチャート
で、操作パネル206からキーオブジェクトの指定が指示されるとCPU 201が実行する手順で
ある。
【００３０】
　まず、スキャナ212を制御して、原稿画像を読み取り、そのデータをRAM 203に格納する
(S301)。続いて、RAM 203に格納した原稿画像をオブジェクトに分解するオブジェクト化
と呼ぶ処理を行う(S302)。
【００３１】
　オブジェクト化は、まず、図4に示すようなブロックセレクションを行い、抽出したブ
ロックがテキスト領域であれば文字認識して文字コード情報を取り出し、画像領域であれ
ばベクタ化によりベクタ情報を取り出す。なお、ブロックセレクション、文字認識および
ベクタ化の方法は、数々の方法が提案されているので、詳細説明を省く。ブロックセレク
ションによって抽出し、さらに、ブロックの特性に応じて解析した各ブロックの情報をそ
れぞれオブジェクトと呼ぶ。
【００３２】
　次に、DISPC 207を制御して、オブジェクト化によって分解した各オブジェクトをディ
スプレイ208に表示する。表示形式はいろいろ考えられるが、例えば、図4の右側に示すよ
うに、ブロックセレクションによって抽出したブロックの領域情報を示す方法が考えられ
る。
【００３３】
　なお、図4に示す操作画面は、左半部に入力画像そのものを表示し、右半部にブロック
セレクション結果の矩形ブロック（領域分割情報）を表示した例である。各矩形ブロック
の概念の理解を容易にするため、図4に示す各矩形ブロックには、その属性を示すTEXT、P
ICTURE、LINE、TABLEの文字列を付加したが、実際には属性文字列は表示されず、矩形ブ
ロックの枠線が表示される。矩形ブロックに付加された「TEXT」は文字属性のオブジェク
トを、「PICTURE」は図形属性のオブジェクトを、「PHOTO」は写真属性のオブジェクトを
、「LINE」は線画属性のオブジェクトを、「TABLE」は表属性のオブへクトをそれぞれ示
している。また、図4には入力画像と領域分割情報を左右に並置して表示する例を示した
が、入力画像の上に矩形ブロックを重ねて表示するなど、多様な表示形態が可能である。
【００３４】
　次に、ディスプレイ208に表示したオブジェクトのうち、キーオブジェクトにするオブ
ジェクトを指定するユーザの入力を待つ。ユーザが、操作パネル206のタッチパネルなど
を操作してオブジェクトを指定すると、指定されたオブジェクトをキーオブジェクトとし
てRAM 203の所定領域に記憶する。
【００３５】
［選択的コピーの制御］
　図5は選択的コピーを説明するフローチャートで、キーオブジェクトが指定された後、C
PU 201が実行する処理である。
【００３６】
　まず、ADFに載置された全原稿に、選択的コピーが適用されたか否かを判定し(S501)、
全原稿に適用された場合はコピー動作を終了し、未適用の原稿があれば処理をステップS5
02に進める。
【００３７】
　選択的コピーが未適用の原稿があれば、スキャナ212およびADFを制御して、一枚の原稿
画像を読み取り、そのデータをRAM 203に格納し(S502)、RAM 203に格納した原稿画像に上



(6) JP 4455358 B2 2010.4.21

10

20

30

40

50

記のオブジェクト化を施す(S503)。続いて、原稿画像の各オブジェクトとキーオブジェク
トを比較して(S504)、一致するオブジェクトがあるか否かを判定し(S505)、原稿画像に、
キーオブジェクトと一致するオブジェクトがあればRAM 203に格納した原稿画像のデータ
をプリンタ211に送り、原稿画像のコピーを作成する(S506)。また、原稿画像に、キーオ
ブジェクトと一致するオブジェクトがなければコピー動作をスキップし(S508)。なお、RA
M 203に格納した原稿画像は、コピー動作後またはコピー動作のスキップ後に消去する。
【００３８】
　次に、ADFを制御して、選択的コピーを適用した原稿をスキャナ212の読取部から排出し
(S507)、処理をステップS501に戻す。
【００３９】
［MFP全体の動作］
　図6はキーオブジェクトの指定動作（図3）と選択的コピー（図5）を含むMFP全体の動作
を説明するフローチャートである。
【００４０】
　CPU 201は、コントローラ200が電源オンまたはリスタートされると、まず各部の初期化
処理を行い(S601)、操作パネル206またはLAN 214を介して処理要求を受け付けるべく、イ
ベント待ち状態になる(S602)。より具体的には、PANELC 205およびNIC 204を制御して、
ユーザが操作パネル206を操作して指示、入力を行うか、LAN 214から例えばネットワーク
印刷などのリモート制御コマンドを受信した場合に、CPU 201にイベント通知を発行する
ようにする。
【００４１】
　CPU 201は、イベント通知を受信すると、そのイベントの内容を一時変数としてRAM 203
の所定領域に格納し、そのイベントがキーオブジェクトの指定命令か否かを判定し(S603)
、キーオブジェクトの指定命令であれば、図3に示すキーオブジェクトの指定動作を行う(
S604)。そして、キーオブジェクトの指定動作が終了すると、キーオブジェクトの指定動
作のために画像を読み取った原稿を元の位置に戻す処理を行い(S605)、処理をステップS6
02に戻す。なお、原稿を元の位置に戻す処理は、ADFを制御して、複数枚からなる原稿の
束の一頁目が読み取り開始頁になるように原稿をフィードする（言い換えれば、原稿の束
をキーオブジェクトの指定動作が開始される前の状態に戻す）ことである。
【００４２】
　一方、RAM 203に格納したイベントがキーオブジェクトの指定命令以外であれば、当該
イベントがキーオブジェクトの指定後の選択的コピー命令か否かを判定し(S606)、選択的
コピー命令であれば、図5に示す選択的コピーを行い(S607)、処理をステップS602に戻す
。
【００４３】
　また、当該イベントがキーオブジェクトの指定命令でも選択的コピー命令でもない場合
はその他の処理を行い(S608)、処理をステップS602に戻す。なお、その他の処理には、例
えば、キーオブジェクトの指定に基づかない通常のコピーや、LAN 214から受信したデー
タを印刷するネットワークプリントなどが含まれる。
【００４４】
　このように、キーオブジェクトに基づきコピー動作を制御することで、ユーザが指定す
るオブジェクトを含む原稿を、多数の原稿の中からピックアップしてコピーすることがで
きる。
【実施例２】
【００４５】
　以下、本発明にかかる実施例2の画像処理を説明する。なお、実施例2において、実施例
1と略同様の構成については、同一符号を付して、その詳細説明を省略する。
【００４６】
［コピー動作の概要］
　図7は実施例2の選択的コピー動作の結果を模式的に示す図である。
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【００４７】
　MFPの操作パネルなどを操作して、第一のキーオブジェクトとして「Author:」701を、
第二のキーオブジェクトとして著者名の「Alice」702を指定し、コピー元の原稿101～109
をコピーすると、原稿101～109のうち指定されたキーオブジェクトを含む原稿から、第一
のキーオブジェクト「Author:」701に対応する著者名が「Alice」以外になる手前の原稿
までコピーが実行される。つまり、著者名が「Alice」の一連の原稿がコピーされること
になり、コピー結果として、著者名「Alice」を含む原稿101および107から始まる一連の
原稿101～103、並びに、原稿107～109がコピーされ、コピー群703および704が得られる。
勿論、著者名が「Bob」の原稿104から始まる一連の原稿104～106はコピーされない。
【００４８】
［選択的コピーの制御］
　図8は、図7に示す選択的コピーを説明するフローチャートで、指定された第一および第
二のキーオブジェクトをRAM 203に格納した後、CPU 201が実行する処理である。
【００４９】
　まず、コピー動作を制御するための一時変数であるコピーフラグをRAM 203の所定領域
に確保し、その値を‘0’にリセットし(S801)、ADFに載置された全原稿に、選択的コピー
が適用されたか否かを判定し(S501)、全原稿に適用された場合はコピー動作を終了し、未
適用の原稿があれば処理をステップS502に進める。
【００５０】
　選択的コピーが未適用の原稿がある場合の処理(S502-S504、S506-S508)は、図5に示し
た処理と同じであるからその詳細説明は省略する。
【００５１】
　次に、第一のキーオブジェクト（この例では「Author:」）と一致するオブジェクトが
あるか否かを判定し(S806)、原稿画像に、第一のキーオブジェクトと一致するオブジェク
トがない場合は処理をステップS809に進める。一方、原稿画像に、第一のキーオブジェク
トと一致するオブジェクトがあった場合は、第二のキーオブジェクト（この例では「Alic
e」）と一致するオブジェクトがあるか否かを判定し(S807)、原稿画像に、第二のキーオ
ブジェクトと一致するオブジェクトがある場合はコピーフラグを‘1’にセットし(S808)
、第二のキーオブジェクトと一致するオブジェクトがない場合はコピーフラグを‘0’に
リセットする(S809)。
【００５２】
　次に、コピーフラグを判定し(S809)、‘1’であればコピー動作(S506)を実行し、‘0’
であればコピー動作をスキップ(S508)する。
【００５３】
　このように、「Author:」（第一のキーオブジェクト）に一致するオブジェクトがあり
、かつ、「Alice」（第二のキーオブジェクト）に一致するオブジェクトがあればコピー
フラグはセットされ、コピー動作(S506)が実行される。コピーフラグのセット状態は、「
Author:」に一致するオブジェクトがあり、かつ、「Alice」に一致するオブジェクトない
原稿の直前まで維持されるので、その間、コピー動作(S506)が継続される。
【００５４】
　このように、複数のキーオブジェクトに基づきコピー動作を制御することで、ユーザが
指定するオブジェクトを含む原稿から開始される一連の原稿を、多数の原稿の中からピッ
クアップしてコピーすることができる。
【００５５】
　上記では、第二のキーオブジェクトを指定する例を説明したが、例えば、MFPを使用す
る際に操作パネル206を操作して認証を行う場合、その認証結果の情報である個人名や部
門名を第二のキーオブジェクトに設定することもできる。こうすれば、認証された個人名
や部門名に一致するオブジェクトを含む原稿から開始される一連の原稿を、多数の原稿の
中からビックアップしてコピーすることができる。
【実施例３】
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【００５６】
　以下、本発明にかかる実施例3の画像処理を説明する。なお、実施例3において、実施例
1、2と略同様の構成については、同一符号を付して、その詳細説明を省略する。
【００５７】
［コピー動作の概要］
　図9は実施例3の選択的コピー動作の結果を模式的に示す図である。
【００５８】
　MFPの操作パネルなどを操作して、第一のキーオブジェクトとして「Title:」113を指定
し、第二のキーオブジェクトとして「Author:」701を指定し、コピー元の原稿101～109を
コピーすると、原稿101～109がすべてコピーされるが、そのうち指定された第一のキーオ
ブジェクトを含む原稿は、特殊な形状を有する特殊紙であるタブ紙にコピーされる。そし
て、第二のキーオブジェクトに続く、空白文字を除く例えば一文字（この例では著者名の
イニシャル）がタブに印刷される。図9に示す例では、原稿101および107に対応するコピ
ー901および903のタブには「Alice」のイニシャル「A」が、原稿104に対応するコピー902
のタブには「Bob」のイニシャル「B」が印刷される。
【００５９】
［選択的コピーの制御］
　図10は、図9に示す選択的コピーを説明するフローチャートで、指定された第一および
第二のキーオブジェクトをRAM 203に格納した後、CPU 201が実行する処理である。
【００６０】
　図10に示す処理において、図5に示す処理と異なるのは、ステップS510からS512である
。つまり、原稿画像に、第一のキーオブジェクト（この例では「Title:」）と一致するオ
ブジェクトがあるか否かを判定し(S510)、あればタブ紙コピーを実行し(S511)、なければ
コピー動作を実行する(S512)。
【００６１】
　図11はタブ紙コピーの詳細を説明するフローチャートで、図10のステップS511に相当す
る。これも、CPU 201が実行する処理である。
【００６２】
　まず、タブ紙が収容されているトレイまたはカセットからの給紙を指定し(S601)、第二
のキーオブジェクトに続く空白文字以外の文字（例えば一文字）をオブジェクトから抽出
する(S602)。続いて、RAM 203に格納した原稿画像をタブ紙に合わせて加工し、タブ位置
に抽出した文字を合成し(S603)、その画像のデータをプリンタ211に送り、原稿画像のコ
ピーを作成する(S604)。
【００６３】
　このように、複数のキーオブジェクトに基づきコピー動作を制御することで、ユーザが
指定する第一のオブジェクトを含む原稿をタブ紙に印刷し、かつ、ユーザが指定する第二
のオブジェクトに関連する文字をタブに印刷することができる。言い換えれば、多数の原
稿の中から特定の原稿をピックアップして特殊紙にコピーすることができる。
【００６４】
　上記では、第二のキーオブジェクトに続く空白文字以外の一文字を抽出する例を説明し
たが、第一または第二のキーオブジェクトに続く文字または文字列、第一および第二のキ
ーオブジェクトに続く文字または文字列の組み合わせなど、キーオブジェクトに関連（ま
たは付帯）する情報であればよいし、第一または第二のキーオブジェクトそのものまたは
加工したものでもよい。また、抽出した情報の印刷位置は、特殊紙のタブに限らず、普通
の形状の記録紙のヘッダ、フッタや余白部分でもよい。
【００６５】
　また、第二のキーオブジェクトに関連する情報の代りに、実施例2で説明した、認証さ
れた個人名や部門名を表す情報を、第一のキーオブジェクトを含む画像に合成して印刷す
ることもできる。
【００６６】
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　またキーオブジェクトの例として、実施例1～3で「Author」「Alice」等の文字を例示
したが、図形、写真をキーオブジェクトにしてもよいことは言うまでもない。この場合、
図形、写真に対して特徴抽出を行い、この特徴をステップS504の比較に用いる。
【００６７】
［変形例］
　上記の各実施例で説明したCPU 201が実行するプログラムは、MFPの外部からインストー
ルされるものでもよい。その場合、当該プログラムは、CD-ROMやメモリカードなどの記憶
媒体から、または、ネットワークを介して外部の記憶媒体からコントローラ200にロード
する。
【００６８】
　また、上記では、スキャナ212によって読み取った画像を処理する例を説明したが、記
憶媒体に格納された画像データ、通信手段を介して取得した画像データなども同様に処理
することができる。
【００６９】
　また、上記の各実施例で説明した画像処理を実施する手段は、図2に示す構成に限定さ
れるわけではなく、専用の画像処理装置、汎用コンピュータ等、種々の手段を採用し得る
。
【００７０】
［他の実施例］
　なお、本発明は、複数の機器（例えばホストコンピュータ、インタフェイス機器、リー
ダ、プリンタなど）から構成されるシステムに適用しても、一つの機器からなる装置（例
えば、複写機、ファクシミリ装置など）に適用してもよい。
【００７１】
　また、本発明の目的は、前述した実施例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（または記録媒体）を、システムあるいは装置に供給し、そのシ
ステムあるいは装置のコンピュータ（またはCPUやMPU）が記憶媒体に格納されたプログラ
ムコードを読み出し実行することによっても、達成されることは言うまでもない。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例の機能を実現する
ことになり、その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。
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、前述した実施
例の機能が実現されるだけでなく、そのプログラムコードの指示に基づき、コンピュータ
上で稼働しているオペレーティングシステム(OS)など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例の機能が実現される場合も含まれることは言うまで
もない。
【００７２】
　さらに、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
能拡張カ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込まれた
後、そのプログラムコードの指示に基づき、その機能拡張カードや機能拡張ユニットに備
わるCPUなど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例の
機能が実現される場合も含まれることは言うまでもない。
【００７３】
　本発明を上記記憶媒体に適用する場合、その記憶媒体には、先に説明したフローチャー
トに対応するプログラムコードが格納されることになる。
【図面の簡単な説明】
【００７４】
【図１】実施例1の選択的コピーを行った結果を模式的に示す図、
【図２】MFPのコントローラの構成例を示すブロック図、
【図３】選択的コピーを制御するキーオブジェクトを指定する手順を示すフローチャート
、
【図４】ブロックセレクションを説明する図、
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【図５】選択的コピーを説明するフローチャート、
【図６】キーオブジェクトの指定動作と選択的コピーを含むMFP全体の動作を説明するフ
ローチャート、
【図７】実施例2の選択的コピー動作の結果を模式的に示す図、
【図８】図7に示す選択的コピーを説明するフローチャート、
【図９】実施例3の選択的コピー動作の結果を模式的に示す図で、
【図１０】図9に示す選択的コピーを説明するフローチャート、
【図１１】タブ紙コピーの詳細を説明するフローチャートである。

【図１】 【図２】
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【図３】

【図４】

【図５】

【図６】 【図７】
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【図１０】 【図１１】
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