
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
シート上の原稿画像を読み取って画像データを出力するリーダ部，入力される画像データ
に基づいて複数の収容部から給紙される記録材上に可視画像を印刷するプリンタ部とを有
するディジタル複写装置に対して、通信回線に接続されてファクシミリ通信を行うファク
シミリ機能，画像情報を記憶媒体に保存し、該保存した画像情報を検索するファイル処理
機能を付加して画像データを処理する外部装置を接続し、この外部装置と前記ディジタル
複写装置とが相互にデータ通信可能な複合画像形成装置において、
前記ファイル処理機能に基づいて原稿画像を前記記憶媒体に登録する際に、前記記憶媒体
に登録される原稿画像情報を特定するための第１の情報，複合画像処理を設定するマーク
欄となる第２の情報に基づいて複合画像形成指示シートイメージを生成する生成手段と、
この生成手段により生成された前記複合画像形成指示シートイメージに基づいて前記プリ
ンタ部から前記記憶媒体に登録された原稿画像情報を複合処理するための複合画像形成指
示シートを出力させる複合画像形成指示シート出力手段と、
を具備したことを特徴とする複合画像形成装置。
【請求項２】

リーダ部から入力 され
た複合画像形成指示シートから第１の情報を識別して記憶媒体に登録された原稿画像情報
を読み出し、第２の情報を示すマーク欄に対する指示を識別して所定の複合画像処理の実
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行を制御する制御手段を具備したことを特徴とする請求項１記載の複合画像形成装置。
【請求項３】
第１の情報は、少なくともディスク作成日，原稿画像情報をファイル管理するための文書
番号を含む情報をコード化したコード情報で構成したことを特徴とする請求項１記載の複
合画像形成装置。
【請求項４】
第１の情報は、記憶媒体に登録された複数ページ中の任意のページの原稿画像情報を縮小
した縮小画像情報，ユーザから入力された文字情報を含む複合情報で構成したことを特徴
とする請求項１記載の複合画像形成装置。
【請求項５】
第２の情報は、プリンタ部に対する所定のプリント処理を指示するマーク欄，外部装置に
よるファクシミリ機能に基づく所定の通信処理を指示するマーク欄，前記外部装置による
ファイル処理機能に基づく所定のファイル処理を指示するマーク欄を含む複合マーク欄で
構成したことを特徴とする請求項１記載の複合画像形成装置。
【請求項６】
複合画像形成指示シートの出力をユーザ設定されるシート出力モードに基づいて禁止する
第１の禁止手段を具備したことを特徴とする請求項１記載の複合画像形成装置。
【請求項７】
制御手段は、所定の複合画像処理の実行開始前に、 された複合画像処理内容を表
示部に表示し、該表示後にユーザから入力される動作開始指示に基づいて前記所定の複合
画像処理を開始させることを特徴とする請求項２記載の複合画像形成装置。
【請求項８】
制御手段は、所定の複合画像処理の実行開始前に、 された複合画像処理内容を表
示部に表示し、該表示後に操作部を用いてユーザから入力される動作変更指示に基づいて

された複合画像処理と異なる複合画像処理を実行させることを特徴とする請求項
２記載の複合画像形成装置。
【請求項９】
制御手段は、第２の情報を示すマーク欄に対するマーク有無を判別して、該マーク欄に対
する指示がなされていないと判定した場合に、デフォルトの複合処理を指示することを特
徴とする請求項２記載の複合画像形成装置。
【請求項１０】
制御手段は、第２の情報を示すマーク欄に対するシート出力を指定するマーク有無を判別
して、該マークがあると判定した場合に、新規複合画像形成指示シートをプリンタ部から
自動出力させることを特徴とする請求項２記載の複合画像形成装置。
【請求項１１】
デフォルトの複合処理は、第１の情報に基づいて特定される原稿画像情報をプリンタ部か
ら片面プリントで１部出力するように構成したことを特徴とする請求項９記載の複合画像
形成装置。
【請求項１２】
新規複合画像形成指示シートの出力をユーザ設定されるシート出力モードに基づいて禁止
する第２の禁止手段を具備したことを特徴とする請求項１０記載の複合画像形成装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【産業上の利用分野】
本発明は、ディジタル複写装置にファイル機能とＦＡＸ機能を付加する外部装置を接続し
て複合画像形成処理を実行可能な複合画像形成装置に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
従来、ディジタル複写装置において、ファイル機能を付加し、例えば外部記憶装置に読み
取られた原稿画像を登録しておき、該登録された原稿画像情報をプリントアウトしたり、
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登録された原稿画像情報を読み出してファクシミリ送信する等の処理を指示するマークシ
ートには、文書を特定する情報と決められた動作を行うための指示が記録されているだけ
であった。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
このように従来のマークシートを利用した複合画像処理においては、実行できる動作はマ
ークシートを出力した時点で１つに決まっているため、マークシートを読み取り、実際に
複合画像処理を実行する時に、マークシートで規定される動作以外の処理を選択して、例
えば部数変更，送信モード変更，送信枚数変更等を要求するユーザが意図する動作を選択
することができないという操作性上の問題点があった。
【０００４】
本発明は、上記の問題点を解消するためになされたもので、本発明に係る第１～第１ の
発明の目的は、原稿画像情報 憶媒体に登録してファイル管理する際に、登録されたフ
ァイルを処理するために必要な情報が付加された を自動作成して
出力することにより、以後該 に対するマーク指示で登録されたフ
ァイルを複合処理できるとともに、登録されたファイルをファクシミリ送信するために必
要な送付状を自動作成して自動送信できる操作性に優れた複合画像形成装置を提供するこ
とである。
【０００５】
【課題を解決するための手段】
本発明に係る第１の発明は、シート上の原稿画像を読み取って画像データを出力するリー
ダ部，入力される画像データに基づいて複数の収容部から給紙される記録材上に可視画像
を印刷するプリンタ部とを有するディジタル複写装置に対して、通信回線に接続されてフ
ァクシミリ通信を行うファクシミリ機能，画像情報を記憶媒体に保存し、該保存した画像
情報を検索するファイル処理機能を付加して画像データを処理する外部装置を接続し、こ
の外部装置と前記ディジタル複写装置とが相互にデータ通信可能な複合画像形成装置にお
いて、前記ファイル処理機能に基づいて原稿画像を前記記憶媒体に登録する際に、前記記
憶媒体に登録される原稿画像情報を特定するための第１の情報 合画像処理を設定する
マーク欄となる第 の情報に基づいて イメージを生成する生成手
段と、この生成手段により生成された前記 イメージに基づいて前
記プリンタ部から前記記憶媒体に登録された原稿画像情報を複合処理するための

を出力させる 出力手段とを設けたものである。
【０００６】
本発明に係る第２の発明は、

リーダ部から入力
された複合画像形成指示シートから第１の情報を識別して記憶媒

体に登録された原稿画像情報を読み出し、第２の情報を示すマーク欄に対する指示を識別
して所定の複合画像処理の実行を制御する制御手段を設けたものである。
【０００７】
本発明に係る第３の発明は、第１の情報は、少なくともディスク作成日，原稿画像情報を
ファイル管理するための文書番号を含む情報をコード化したコード情報で構成したもので
ある。
【０００８】
本発明に係る第４の発明は、第１の情報は、記憶媒体に登録された複数ページ中の任意の
ページの原稿画像情報を縮小した縮小画像情報，ユーザから入力された文字情報 複
合情報で構成したものである。
【０００９】
本発明に係る第５の発明は、第 の情報は、プリンタ部に対する所定のプリント処理を指
示するマーク欄，外部装置によるファクシミリ機能に基づく所定の通信処理を指示するマ
ーク欄，前記外部装置によるファイル処理機能に基づく所定のファイル処理を指示するマ
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ーク欄を含む複合マーク欄で構成したしたものである。
【００１０】
本発明に係る第６の発明は、 の出力をユーザ設定されるシート出
力モードに基づいて禁止する第１の禁止手段を設けたものである。
【００１１】
本発明に係る第７の発明は、制御手段は、所定の複合画像処理の実行開始前に、
された複合画像処理内容を表示部に表示し、該表示後にユーザから入力される動作開始指
示に基づいて前記所定の複合画像処理を開始させるように構成したものである。
【００１２】
本発明に係る第８の発明は、制御手段は、所定の複合画像処理の実行開始前に、
された複合画像処理内容を表示部に表示し、該表示後に操作部を用いてユーザから入力さ
れる動作変更指示に基づいて された複合画像処理と異なる複合画像処理を実行さ
せるように構成したものである。
【００１３】
本発明に係る第９の発明は、制御手段は、第 の情報を示すマーク欄に対するマーク有無
を判別して、該マーク欄に対する指示がなされていないと判定した場合に、デフォルトの
複合処理を指示するように構成したものである。
【００１４】
本発明に係る第１０の発明は、制御手段は、第 の情報を示すマーク欄に対する

マーク有無を判別して、該マーク と判定した場合に、新規
をプリンタ部から自動出力させるように構成したものである。

【００１５】
本発明に係る第１１の発明は、デフォルトの複合処理は、第１の情報に基づいて特定され
る原稿画像情報をプリンタ部から片面プリントで１部出力するように構成したものである
。
【００１６】
本発明に係る第１２の発明は、新規 の出力をユーザ設定されるシ
ート出力モードに基づいて禁止する第２の禁止手段を設けたものである。
【００３５】
【実施例】
図１は本発明の一実施例を示す複合画像形成装置の構成を説明するブロック図である。
【００３６】
図において、１は原稿を画像データに変換する画像入力装置（以下、リ－ダ部と称する）
、２は複数種類の記録紙カセットを有し、プリント命令により画像データを記録紙上に可
視像として出力する画像出力装置（以下、プリンタ部と称する）、３は前記リ－ダ部１と
電気的に接続された外部装置であり、各種の機能を有する。外部装置３には、ファクシミ
リ部４，ファイル部５，このファイル部５と接続されている外部記憶装置部６，コンピュ
ータと接続するためのコンピュータインタフェース部７，コンピュータからの情報を可視
像とするためのフォーマッタ部，リ－ダ部１からの情報を蓄積したり、コンピュータから
送られてきた情報を一時的に蓄積するためのイメージメモリ部９，上記１～９の各機能を
制御するコア部１０等を備えている。
【００３７】
なお、ファクシミリ部４には、図示しないＣＰＵ，ＲＡＭ（デュアルポートＲＡＭを含む
）等を備え、コア部１０からの制御指示に基づいて複合処理機能として、ファクシミリ通
信処理を行うための通信制御回路，ＮＣＵ，モデム等を備え、Ｇ３規格の通信処理を他の
機能処理と並行して処理可能に構成されている。また、オプションとして、受信した情報
を蓄積するためのハードディスク（ＨＤ）を接続可能に構成されている。さらに、ファク
シミリ部４とコア部１０とは図示しないコネクタを介して通信可能に構成されている。
【００３８】
また、ファイル部５には、図示しないＣＰＵ，ＲＡＭ（デュアルポートＲＡＭを含む）等
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を備え、外部記憶装置６に原稿画像情報を登録し、検索指示に従って登録された原稿画像
情報を検索するための伸張回路，圧縮回路，変倍回路，ＳＣＳＩコントローラ等を備え、
該ＲＡＭとのアクセスをＤＭＡコントローラが制御する構成となっている。また、ファイ
ル部５とコア部１０とは図示しないコネクタを介して通信可能に構成されている。
【００３９】
図２は、図１に示したリ－ダ部１およびプリンタ部２の構成を示す断面図である。以下、
構成ならびに動作について説明する。
【００４０】
原稿給送装置１０１の原稿載置台上に積載された原稿は、１枚ずつ順次原稿台ガラス面１
０２上に搬送される。原稿が搬送されると、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が移動して原稿を露光走査する。原稿からの反射光は、ミラー１０
５，１０６，１０７を順次介してレンズ１０８を通過し、その後ＣＣＤイメージセンサ部
１０９（以下、ＣＣＤと記す）に結像される。
【００４１】
図３は、図２に示したリ－ダ部１の信号処理構成を示す回路ブロック図である。以下、構
成ならびに動作について説明する。
【００４２】
ＣＣＤ１０９に入力された画像情報は、ここで光電変換され電気信号に変換される。ＣＣ
Ｄ１０９からのカラー情報は、次の増幅器１１０Ｒ，１１０Ｇ，１１０ＢでＡ／Ｄ変換器
１１１の入力信号レベルに合せて増幅される。Ａ／Ｄ変換器１１１からの出力信号は、シ
ェーディング回路１１２に入力され、ここでランプ１０３の配光ムラや、ＣＣＤの感度ム
ラが補正される。シェーディング回路１１２からの信号は、Ｙ信号生成・色検出回路１１
３および外部Ｉ／Ｆ切換え回路１１９に入力される。Ｙ信号生成・色検出回路１１３は、
シェーディング回路１１２からの信号を下記の第（１）式に基づいて演算を行い、Ｙ信号
を得る。
【００４３】
Ｙ＝０．３Ｒ＋０．６Ｇ＋０．１Ｂ　　　　　　……（１）
さらに、Ｒ，Ｇ，Ｂの信号から７つの色に分離し各色に対する信号を出力する色検出回路
を有する。Ｙ信号生成・色検出回路１１３からの出力信号は、変倍・リピート回路１１４
に入力される。スキャナユニット１０４の走査スピードにより副走査方向の変倍を、変倍
・リピート回路１１４により主走査方向の変倍を行う。また、変倍・リピート回路１１４
により複数の同一画像を出力することが可能である。輪郭・エッジ強調回路１１５は、変
倍・リピート回路からの信号の高周波成分を強調することによりエッジ強調および輪郭情
報を得る。輪郭・エッジ強調回路１１５からの信号は、マーカエリア判定・輪郭生成回路
１１６とパターン化・太らせ・マスキング・トリミング回路１１７に入力される。マーカ
エリア判定・輪郭生成回路１１６は、原稿上の指定された色のマーカペンで書かれた部分
を読み取りマーカの輪郭情報を生成し、次のパターン化・太らせ・マスキング・トリミン
グ回路１１７でこの輪郭情報から太らせやマスキングやトリミングを行う。また、Ｙ信号
生成・色検出回路１１３からの色検出信号によりパターン化を行う。パターン化・太らせ
・マスキング・トリミング回路１１７からの出力信号は、レーザドライバ回路に入力され
各種処理された信号をレーザを駆動するための信号に変換する。レーザドライバ回路の信
号は、プリンタ２に入力され、可視像として画像形成が行われる。
【００４４】
次に、外部装置とのインタフェースを行う外部Ｉ／Ｆ切替え回路１１９について説明する
。
【００４５】
外部Ｉ／Ｆ切替え回路１１９は、リ－ダ部１から画像情報を外部装置３に出力する場合、
パターン化・太らせ・マスキング・トリミング回路１１７からの画像情報をコネクタ１２
０に出力する。また、外部装置３からの画像情報をリ－ダ部１が入力する場合、外部Ｉ／
Ｆ切替え回路１１９は、コネクタ１２０からの画像情報をＹ信号生成・色検出回路１１３
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に入力する。
【００４６】
上記の各画像情報は、ＣＰＵ回路部（ＣＰＵ）１２２の指示により行われ、かつＣＰＵ回
路部１２２によって設定された値からエリア生成回路１２１は、上記画像処理に必要な各
種のタイミング信号を生成する。また、ＣＰＵ回路部１２２に内蔵されている通信機能を
用いて外部装置３との通信を行う。サブ・ＣＰＵ１２３は、操作部１２４の制御を行うと
共に、サブＣＰＵ１２３に内蔵されている通信機能を用いて外部装置３との通信を行う。
【００４７】
以下、図２を参照しながらプリンタ部２の構成および動作について説明する。
【００４８】
プリンタ部２に入力された信号は、露光制御部２０１にて光信号に変換されて画像信号に
従い感光体２０２を照射する。照射光によって感光体２０２上に作られた潜像は、現像器
２０３によって現像される。上記潜像とタイミングを合せて被転写紙積載部２０４もしく
は転写紙積載部２０５より転写紙が搬送され、転写部２０６において、上記現像された像
が転写される。転写された像は、定着部２０７にて転写紙に定着された後、排紙部２０８
より装置外部に排出される。排紙部２０８から出力された転写紙は、ソータ２２０でソー
ト機能が働いている場合には、各ビンに、またはソート機能が働いていない場合には、ソ
ータの最上位のビンに排出される。
【００４９】
続いて、順次読み込む画像を１枚の出力用紙の両面に出力する方法について説明する。定
着部２０７で定着された出力用紙を、一度、排紙部２０８まで搬送した後、用紙の搬送向
きを反転して搬送方向切替え部材２０９を介して再給紙用転写紙積載部２１０に搬送する
。次の原稿が準備されると、上記プロセスと同様にして原稿画像が読み取られるが転写紙
については再給紙転写紙積載部２１０より給紙されるので、結局同一シートの表面，裏面
に２枚の原稿画像を出力することができる。
【００５０】
以下、図１に示した外部装置３のシステム構成動作について説明する。
【００５１】
外部装置３は、リ－ダ部１とケーブルで接続され、外部装置３内のコア部１０で信号の制
御や、各機能の制御を行う。外部装置３内には、ファクシミリ送受信を行うファクシミリ
部４，各種原稿情報を電気信号に変換し保存するファイル部５，コンピュータからのコー
ド情報をイメージ情報に展開するフォーマッタ部８とコンピュータとのインタフェースを
行うコンピュータ・インタフェース部７，リ－ダ部１からの情報を蓄積したり、コンピュ
ータから送られてきた情報を一時的に蓄積するためのイメージメモリ部９および上記各機
能を制御するコア部１０からなる。
【００５２】
以下、本実施例と第１～第１５の発明の各手段との対応及びその作用について図１～図３
等を参照して説明する。
【００５３】
第１の発明は、シート上の原稿画像を読み取って画像データを出力するリーダ部１，入力
される画像データに基づいて複数の収容部から給紙される記録材上に可視画像を印刷する
プリンタ部２とを有するディジタル複写装置に対して、通信回線に接続されてファクシミ
リ通信を行うファクシミリ機能（ファクシミリ部４による），画像情報を記憶媒体（外部
記憶装置６）に保存し、該保存した画像情報を検索するファイル処理機能（ファイル部５
による）を付加して画像データを処理する外部装置３を接続し、この外部装置３と前記デ
ィジタル複写装置とが相互にデータ通信可能な複合画像入出力装置において、前記ファイ
ル処理機能に基づいて原稿画像を前記記憶媒体に登録する際に、外部記憶装置６に登録さ
れる原稿画像情報を特定するための第１の情報（詳細は後述する） 合画像処理を設定
するマーク欄となる第 の情報（詳細は後述する）に基づいて イ
メージを生成する生成手段（コア部１０による）と、この生成手段により生成された前記
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イメージに基づいて前記プリンタ部２から前記記憶媒体に登録さ
れた原稿画像情報を複合処理するための （図４参照）を出力させ
る 出力手段（コア部１０による）とを設け、ファイル処理機能に
基づいて原稿画像を前記記憶媒体に登録する際に、コア部１０により外部記憶装置６に登
録される原稿画像情報を特定するための第１の情報 合画像処理を設定するマーク欄と
なる第２の情報に基づいて イメージが生成されると、該生成され
た前記 イメージに基づいてコア部１０が前記プリンタ部２から外
部記憶装置６に登録された原稿画像情報を複合処理するための を
出力して、複合処理に伴う一連の指示書を自動作成することを可能とする。
【００５４】
第２の発明は、

リーダ部１から入力
された複合処理指示シートから第１の情報，第２の情報を識別して記憶媒

体に登録された原稿画像情報を読み出し、第３の情報を識別して所定の複合画像処理の実
行を制御する制御手段（コア部１０）を設け、コア部１０は、リーダ部１から入力された
複合処理指示シートから第１の情報，第２の情報を識別してファイル部５に制御指示を出
して外部記憶装置６に登録された原稿画像情報を読み出し、第３の情報を識別して所定の
複合画像処理の実行を制御し、複合処理指示シート上の第１～第３の情報に忠実な複合画
像処理を自動実行可能とする。
【００５５】
第３の発明は、少なくともディスク作成日，原稿画像情報をファイル管理するための文書
番号を含む情報をコード化したコード情報を第１の情報（図４に示す

上の欄Ｅ１に出力される情報）とし、該 上の第１の情報を他
の情報に影響されることなく確実に認識することを可能とする。
【００５６】
第４の発明は、外部記憶装置６に登録された複数ページ中の任意のページの原稿画像情報
を縮小した縮小画像情報（図４に示す 上の欄Ｅ２に出力される情
報），ユーザから入力された文字情報（図４に示す 上の欄Ｅ３に
出力される情報） 複合情報を第１の情報とし、該 から複合
処理される原稿画像情報の内容を間接的に把握することを可能とする。
【００５７】
第５の発明は、第 の情報は、プリンタ部２に対する所定のプリント処理を指示するマー
ク欄（図４に示す 上の欄Ｅ に出力される情報），外部装置によ
るファクシミリ機能に基づく所定の通信処理を指示するマーク欄（図４に示す

上の欄Ｅ７に出力される情報），前記外部装置によるファイル機能に基づく
所定のファイル処理を指示するマーク欄（図４に示す 上の欄Ｅ９
に出力される情報）を含む複合マーク欄とし、１枚の 上の各マー
ク欄を指示して登録された原稿画像情報に対する一連の複合画像処理を指示することを可
能とする。
【００５８】
第６の発明は、 の出力をユーザ設定されるシート出力モードに基
づいて禁止する第１の禁止手段（コア部１０による）を設け、コア部１０は、

の出力をユーザ設定されるシート出力モードに基づいて禁止して、ユーザが
意図しない不要な を制限することを可能とする。
【００５９】
第７の発明は、制御手段（コア部１０）は後述する図７に示す制御手順に従って、所定の
複合画像処理の実行開始前に、 された複合画像処理内容を表示部（操作部の表示
部またはワークステーションのディスプレイ）に表示し、該表示後にユーザから入力され
る動作開始指示に基づいて前記所定の複合画像処理を開始して、ユーザに複合画像処理内
容を明示することを可能とする。
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【００６０】
第８の発明は、制御手段（コア部１０）は後述する図７に示す制御手順に従って、所定の
複合画像処理の実行開始前に、 された複合画像処理内容を表示部に表示し、該表
示後に操作部を用いてユーザから入力される動作変更指示に基づいて された複合
画像処理と異なる複合画像処理を実行し、読み込まれた複合画像形成指示シートの内容と
は異なる複合画像処理を指示可能とする。
【００６１】
第９の発明は、制御手段（コア部１０）は後述する図８に示す制御手順に従って、第 の
情報を示すマーク欄に対するマーク有無を判別して、該マーク欄に対する指示がなされて
いないと判定した場合に、デフォルトの複合処理（本実施例では後述するように１部片面
プリントとするが、ユーザが操作部より設定したモードをデフォルトとして登録し、該登
録されたモードに基づく複合処理をデフォルトとすることができる）を指示して、よく実
行する複合処理はマークを付けなくても実行できるようにすることを可能とする。
【００６２】
第１０の発明は、制御手段（コア部１０）は後述する図８に示す制御手順に従って、第
の情報を示すマーク欄に対する マーク有無を判別して、該マーク

と判定した場合に、新規 をプリンタ部から自動再出力可能と
する。
【００６３】
第１１の発明は、デフォルトの複合処理は、第１の情報に基づいて特定される原稿画像情
報をプリンタ部から片面プリントで１部出力して、複合画像処理指示忘れがあってもデフ
ォルトされた片面プリントで１部出力する複合処理を開始することを可能とする。
【００６４】
第１２の発明は、新規 の出力をユーザ設定されるシート出力モー
ドに基づいて禁止する第２の禁止手段（コア部１０）を設け、コア部１０は、新規

の出力をユーザ設定されるシート出力モードに基づいて禁止して、ユー
ザが意図しない不要な新規 を制限することを可能とする。
【００６８】
図において、Ｅ１はシートタイプを示す欄、Ｅ２は外部記憶装置６に記憶された１ページ
の縮小画像の欄、Ｅ３は文書名の欄、Ｅ４はディスク作成日の欄、Ｅ５はプリンタ部２の
プリント条件を指示する欄、Ｅ６は部数を指定する欄、Ｅ７はファクシミリの送信モード
を指定する欄、Ｅ８はファクシミリ送信先を指定する欄、Ｅ９はファイル処理モードを指
定する欄である。
【００６９】
図５は本発明に係る複合画像形成装置における複合画像形成指示シート出力処理手順の一
例を示すフローチャートである。なお、（１）～（１１）は各ステップを示す。
【００７０】
先ず、原稿を原稿給送装置１０１上に載せスタートボタンを押すと、１枚原稿を読み込み
（１）、画像データが図１に示したコア部１０へ送られ、２値化されファイル部５へ送ら
れる。この時、スタートボタンを押す前に文書名、文書番号等の検索条件を設定すること
ができる。
【００７１】
次いで、ファイル部５は外部記憶装置６に文書ごとにユニークな文書Ｎｏ．、文書名等の
ユーザーが設定した項目、作成日付等のファイルが設定した項目を付けて記録する（２）
。そして、原稿を全て読み込んだかチェックし（３）、原稿給送装置１０１上の原稿がな
くなるまでステップ（１）～（３）を繰り返す。
【００７２】
原稿を全部読み込むと、コア部１０はシートタイプをコード化し（４）、図４に示すコー
ドの欄Ｅ１に編集するとともに、ディスクを作成した日付をコード化して（５）、図４の
コードの欄Ｅ１に編集する。
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【００７３】
なお、本実施例において、シートタイプは、複数種類のシートの中から読み込んだシート
を識別するためのものである。
【００７４】
次いで、記録した文書に付けたユニークな文書Ｎｏ．をコード化して（６）、図４のコー
ドの欄Ｅ１に編集する。次いで、記録した文書の１ページ目を縮小した画像を作成し（７
）、図４の１ページの縮小画像の欄Ｅ２に編集する。
【００７５】
次いで、文書名等のユーザーが設定した項目を図４の文書名等の欄Ｅ３に編集する（８）
。そして、作成日付等のファイルが設定した項目を図４の作成日付等の欄Ｅ４に編集する
（９）。次いで、両面，ソート等の動作を指示するためのマーク欄Ｅ５を編集し（１０）
、図４のシートをプリントアウトし（１１）、記録処理を終了する。
【００７６】
次に、図６に示すフローチャートを参照して、図１に示したプリンタ部２から出力された
複合画像形成指示シートに基づく複合画像出力処理動作について説明する。
【００７７】
図６は本発明に係る複合画像形成装置における第１の複合画像形成指示シート読取りによ
る複合画像出力処理手順の一例を示すフローチャートである。なお、（１）～（１３）は
各ステップを示す。
【００７８】
シートを原稿給送装置１０１上に載せスタートポタンを押すと、シートを読み込み（１）
、該読み込まれた画像データはコア部１０へ送られ、２値化されファイル部５へ送られる
。
【００７９】
次いで、コア部１０はコード欄のシートタイプのコードを解析し、シートタイプを識別す
るとともに（２）、コード欄のディスク作成日のコードを解析し、ディスク作成日を識別
する（３）。
【００８０】
次いで、外部記憶装置６にセットされているディスクのディスク作成日と比較し、ディス
クＯＫ（ディスク作成日が一致）かどうかを判定して（４）、異なっている場合は、ステ
ップ（１３）でエラーメッセージを表示して、処理を終了する。
【００８１】
一方、ステップ（４）でディスク作成日が同じと判定された場合は、コード欄の文書Ｎｏ
．のコードを解析し文書Ｎｏ．を識別し（５）、ファイル部５に検索の制御指示を出し識
別した文書Ｎｏ．を持った文書の検索を実行する（６）。次いで、マーク欄を解析しマー
クがつけられている動作指示を識別する（７）。次いで、指示されている動作が両面，ソ
ート等のプリント条件に関係するものであるかどうかを判定し（８）、ＹＥＳならばプリ
ントの処理を行い（９）、処理を終了する。
【００８２】
一方、ステップ（８）の判定でプリント関係ではないと判定された場合は、ＦＡＸ関係の
動作指示であるかどうかを判定し（１０）、ＹＥＳならばＦＡＸ送信処理を行い（１１）
、処理を終了する。
【００８３】
一方、ステップ（１０）の判定でＦＡＸ関係ではないと判定された場合は、ファイル処理
を行い（１２）、処理を終了する。
〔第２の複合画像出力処理〕
図７は本発明に係る複合画像形成装置における第２の複合画像形成指示シート読取りによ
る複合画像出力処理手順の一例を示すフローチャートである。なお、（１）～（１６）は
各ステップを示し、ステップ（１）～（７）は図６と同様のステップに対応するので、ス
テップ（８）～（１６）について以下説明する。
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【００８４】
図６に示したステップ（７）を終了したら、識別した動作の内容を操作部１２４の表示部
に表示する（８）。次いで、操作部１２４のキーが押されるのを待ち（９）、押されると
、押されたキーがスタートキーであるかどうかを判定し（１０）、スタートキーでないと
判定された場合は、当該押下されたキーに対応した変更処理を実行して（１１）、図４に
示したシートにより指示された動作を変更し、ステッ ９）へ戻る。
【００８５】
一方、ステップ（１０）でスタートキーであると判定された場合には、指示されている動
作が両面，ソート等のプリント条件に関係するものであるかどうかを判定し（１２）、Ｙ
ＥＳならばプリントの処理を行い（１３）、処理を終了する。
【００８６】
一方、ステップ（１２）の判定でプリント関係ではないと判定された場合は、ＦＡＸ関係
の動作指示であるかどうかを判定し（１４）、ＹＥＳならばＦＡＸ送信処理を行い（１５
）、処理を終了する。
【００８７】
一方、ステップ（１４）の判定でＦＡＸ関係ではないと判定された場合は、ファイル処理
を行い（１６）、処理を終了する。
〔第３の複合画像出力処理〕
図８は本発明に係る複合画像形成装置における第３の複合画像形成指示シート読取りによ
る複合画像出力処理手順の一例を示すフローチャートである。なお、（１）～（１６）は
各ステップを示し、ステップ（１）～（７）は図６と同様のステップに対応するので、ス
テップ（８）～（１６）について以下説明する。
【００８８】
図６に示したステップ（７）を終了したら、識別した結果からマークの数が「０」かどう
かを判定し（８）、マークの数が「０」と判定された場合は、特定された文書を１部、片
面でプリントして（９）、処理を終了する。
【００８９】
一方、ステップ（８）の判定で、マークの数が「０」でないと判定された場合は、指示さ
れている動作が両面，ソート等のプリント条件に関係するものであるかどうかを判定し（
１０）、ＹＥＳならばプリントの処理を行い（１１）、シートの自動出力が設定されてい
るかどうかチェックし（１２）、ＮＯならばそのまま処理を終了し、自動出力になってい
ると判定された場合は、図４に示すシートをプリントする処理を実行して（１３）、処理
を終了する。
【００９０】
一方、ステップ（１０）の判定でプリント関係ではないと判定された場合は、ＦＡＸ関係
の動作指示であるかどうかを判定し（１４）、ＹＥＳならばＦＡＸ送信処理を行い（１５
）、処理を終了する。
【００９１】
一方、ステップ（１４）の判定でＦＡＸ関係ではないと判定された場合は、ファイル処理
を行い（１６）、ステップ（１２）に進む。
〔第４の複合画像出力処理〕
図９は本発明に係る複合画像形成装置における第２の複合画像形成指示シートの一例を示
す図であり、図４と同一のものには同一の符号を付してある。特に、ファクシミリ送信指
示を行う合画像形成指示シートに対応する。
【００９２】
図において、Ｅ１０はファクシミリ送信先の送付状を指定する欄である。
【００９３】
図１０は本発明に係る複合画像形成装置における第４の複合画像形成指示シート読取りに
よる複合画像出力処理手順の一例を示すフローチャートである。なお、（１）～（１０）
は各ステップを示す。

10

20

30

40

50

(10) JP 3563783 B2 2004.9.8

プ（



【００９４】
先ず、マーク欄の編集以外に送信先の記入欄の編集を行う。出力時の動作は、シートを原
稿給送装置１０１上に載せスタートボタンを押すと、図９に示したシートを読み込む（１
）。画像データはコア部１０へ送られ、２値化されファイル部５へ送られる。次いで、コ
ア部１０はコード欄のシートタイプのコードを解析し、シートタイプを識別する（２）。
【００９５】
次いで、コード欄のディスク作成日のコードを解析し、シート上のディスク作成日を識別
し（３）、外部記憶装置６に記憶されているディスクのディスク作成日と比較し、一致し
ているかどうかを（ディスクＯＫ）を判定して（４）、ディスク作成日が異なっていると
判定された場合は、エラーメッセージを表示して（１０）、当該処理を終了する。
【００９６】
一方、ステップ（４）でディスク作成日が一致していると判定された場合は、図９に示す
コード欄の文書Ｎｏ．のコードを解析し文書Ｎｏ．を識別し（５）、ファイル部５に検索
の制御指示を出し識別した文書Ｎｏ．を持った文書を外部記憶装置６を検索して（６）、
識別した文書Ｎｏ．を持った文書を見つけだす。
【００９７】
次いで、図９に示すマーク欄を解析しマークがつけられている動作指示を識別し（７）、
送信先の記入欄を切り出しディスクに記録されている送付状の原紙と合成編集して（８）
、送付状を作成する。次いで、作成した送付状とステップ（６）で検索した文書をＦＡＸ
送信して（９）、処理を終了する。
【００９８】
なお、ＯＣＲ機能を備えている場合は、送信先を文字認識してシフトＪＩＳ等のコードに
変換し、ユーザが指定するフォントで送付状を作成するようにしてもよい。また、ＦＡＸ
番号を文字認識しダイヤルするようにしてもよい。
【００９９】
【発明の効果】
以上説明したように、本発明に係る第１の発明によれば、ファイル処理機能に基づいて原
稿画像を前記記憶媒体に登録する際に、生成手段により前記記憶媒体に登録される原稿画
像情報を特定するための第１の情報 合画像処理を設定するマーク欄となる第 の情報
に基づいて イメージが生成されると、該生成された前記

イメージに基づいて 出力手段が前記プリンタ部か
ら前記記憶媒体に登録された原稿画像情報を複合処理するための
を出力するので、複合処理に伴う一連の指示書を自動作成することができる。
【０１００】
第２の発明によれば、制御手段は、

リーダ部か
ら入力 された複合画像形成指示シートから第１の情報を読み出し
、第２の情報を識別して所定の複合画像処理の実行を制御するので、複合画像形成指示シ
ート上の第１，第２の情報に忠実な複合画像処理を自動実行することができる。
【０１０１】
第３の発明によれば、少なくともディスク作成日，原稿画像情報をファイル管理するため
の文書番号を含む情報をコード化したコード情報を第１の情報とするので、該

上の第１の情報を他の情報に影響されることなく確実に認識することができ
る。
【０１０２】
第４の発明によれば、記憶媒体に登録された複数ページ中の任意のページの原稿画像情報
を縮小した縮小画像情報，ユーザから入力された文字情報 複合情報を第１の情報と
するので、該 から複合処理される原稿画像情報の内容を間接的に
把握することができる。
【０１０３】
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第５の発明によれば、第 の情報は、プリンタ部に対する所定のプリント処理を指示する
マーク欄，外部装置によるファクシミリ機能に基づく所定の通信処理を指示するマーク欄
，前記外部装置によるファイル機能に基づく所定のファイル処理を指示するマーク欄を含
む複合マーク欄とするので、１枚の 上の各マーク欄を指示して登
録された原稿画像情報に対する一連の複合画像処理を指示することができる。
【０１０４】
第６の発明によれば、第１の禁止手段は、 の出力をユーザ設定さ
れるシート出力モードに基づいて禁止するので、ユーザが意図しない不要な

を制限することができる。
【０１０５】
第７の発明によれば、制御手段は、所定の複合画像処理の実行開始前に、 された
複合画像処理内容を表示部に表示するので、該表示後にユーザから入力される動作開始指
示に基づいて前記所定の複合画像処理を開始して、ユーザに複合画像処理内容を明示する
ことができる。
【０１０６】
第８の発明によれば、制御手段は、所定の複合画像処理の実行開始前に、 された
複合画像処理内容を表示部に表示するので、該表示後に操作部を用いてユーザから入力さ
れる動作変更指示に基づいて された複合画像処理と異なる複合画像処理を実行し
、読み込まれた複合画像形成指示シートの内容とは異なる複合画像処理を指示することが
できる。
【０１０７】
第９の発明によれば、制御手段は、第 の情報を示すマーク欄に対するマーク有無を判別
して、該マーク欄に対する指示がなされていないと判定した場合に、デフォルトの複合処
理を指示するので、よく実行する複合処理はマークを付けなくても実行できる。
【０１０８】
第１０の発明によれば、制御手段は、第 の情報を示すマーク欄に対する

マーク有無を判別して、該マーク と判定した場合に、新規
をプリンタ部から自動再出力することができる。

【０１０９】
第１１の発明によれば、デフォルトの複合処理は、第１の情報に基づいて特定される原稿
画像情報をプリンタ部から片面プリントで１部出力するので、複合画像処理指示忘れがあ
ってもデフォルトされた片面プリントで１部出力する複合処理を開始することができる。
【０１１０】
第１２の発明によれば、第２の禁止手段は、新規 の出力をユーザ
設定されるシート出力モードに基づいて禁止するので、ユーザが意図しない不要な新規

を制限することができる。
【０１１４】
従って、 に対するマーク指示で登録されたファイルを複合処理で
きるとともに、登録されたファイルをファクシミリ送信するために必要な送付状を自動作
成して自動送信でき、従来の複合処理の操作性を格段に向上できるという効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の一実施例を示す複合画像形成装置の構成を説明するブロック図である。
【図２】図１に示したリ－ダ部およびプリンタ部の構成を示す断面図である。
【図３】図２に示したリ－ダ部１の信号処理構成を示す回路ブロック図である。
【図４】本発明に係る複合画像形成装置における第１の複合画像形成指示シートの一例を
示す図である。
【図５】本発明に係る複合画像形成装置における複合画像形成指示シート出力処理手順の
一例を示すフローチャートである。
【図６】本発明に係る複合画像形成装置における第１の複合画像形成指示シート読取りに
よる複合画像出力処理手順の一例を示すフローチャートである。
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【図７】本発明に係る複合画像形成装置における第２の複合画像形成指示シート読取りに
よる複合画像出力処理手順の一例を示すフローチャートである。
【図８】本発明に係る複合画像形成装置における第３の複合画像形成指示シート読取りに
よる複合画像出力処理手順の一例を示すフローチャートである。
【図９】本発明に係る複合画像形成装置における第２の複合画像形成指示シートの一例を
示す図である。
【図１０】本発明に係る複合画像形成装置における第４の複合画像形成指示シート読取り
による複合画像出力処理手順の一例を示すフローチャートである。
【符号の説明】
１　リーダ部
２　プリンタ部
３　外部装置
４　ファクシミリ部
５　ファイル部
６　外部記憶装置
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】 【 図 ８ 】

【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】
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