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(57)【要約】
【課題】媒体に施される後処理のイメージを画像とあわ
せてプレビュー表示する仕上がりイメージを生成するこ
とにより、操作者が詳細な仕上がりイメージを確認する
ことのできる画像形成装置を提供すること。
【解決手段】画像を形成する媒体に対し、画像が形成さ
れた後の後処理を行う画像形成装置であって、前記後処
理を行う後処理手段を制御する制御手段と、画像が形成
され前記後処理が行われた後の媒体の、仕上がりイメー
ジを生成する仕上がりイメージ生成手段と
を有する画像形成装置。
【選択図】図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　画像を形成する媒体に対し、画像が形成された後の後処理を行う画像形成装置であって
、
　前記後処理を行う後処理手段を制御する制御手段と、
　画像が形成され前記後処理が行われた後の媒体の、仕上がりイメージを生成する仕上が
りイメージ生成手段と
を有することを特徴とする画像形成装置。
【請求項２】
　前記仕上がりイメージ生成手段が使用するイメージパーツに係るイメージパーツ情報を
保持するイメージパーツ保持手段を有し、
　前記仕上がりイメージ生成手段は、前記画像、前記媒体の情報、及び、前記イメージパ
ーツ情報に基づき、前記仕上がりイメージを生成することを特徴とする請求項１記載の画
像形成装置。
【請求項３】
　前記イメージパーツ保持手段は、前記イメージパーツ、及び、該イメージパーツの前記
仕上がりイメージ上の位置情報を保持する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】
　前記位置情報は、前記イメージパーツの媒体上における基本位置及び該基本位置に対し
て定められる調整値を含むことを特徴とする請求項３記載の画像形成装置。
【請求項５】
　前記調整値を入力する調整値入力手段を有することを特徴とする請求項４記載の画像形
成装置。
【請求項６】
　画像が形成される方向と前記媒体の搬送方向とが異なる場合に、
　前記搬送方向に応じて前記画像を回転する画像回転手段を有し、
　前記仕上がりイメージ生成手段は、前記仕上がりイメージ上の前記イメージパーツの位
置を、前記画像の回転方向に応じて変更することを特徴とする請求項２記載の画像形成装
置。
【請求項７】
　媒体の裏面に画像を形成する場合に、前記仕上がりイメージ生成手段は、前記媒体の裏
面に対応する仕上がりイメージ上の前記イメージパーツの位置を、媒体が綴られる位置と
前記画像が形成される方向とに応じて、定めることを特徴とする請求項２記載の画像形成
装置。
【請求項８】
　前記仕上がりイメージを表示する仕上がりイメージ表示手段を有し、
　前記仕上がりイメージ生成手段は、前記仕上がりイメージ表示手段に表示される前記仕
上がりイメージが拡大又は縮小される場合に、前記イメージパーツ及び前記位置情報を、
拡大又は縮小の比率に対応させて変更することを特徴とする請求項２記載の画像形成装置
。
【請求項９】
　前記イメージパーツ保持手段は、前記後処理の種類毎に、前記イメージパーツ情報を保
持することを特徴とする請求項２記載の画像形成装置。
【請求項１０】
　前記後処理の種類を入力する後処理入力手段を有し、
　前記仕上がりイメージ生成手段は、前記後処理入力手段に入力された後処理の種類に対
応する前記イメージパーツ情報を選択することを特徴とする請求項９記載の画像形成装置
。
【請求項１１】
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　当該画像形成装置が起動された場合、又は、前記画像形成装置に新たな後処理手段が接
続された場合に、
　前記後処理手段が実行する後処理の種類を取得する後処理種類取得手段を有し、
　前記仕上がりイメージ生成手段は、前記後処理の種類に対応した前記イメージパーツ情
報を選択することを特徴とする請求項２記載の画像形成装置。
【請求項１２】
　前記イメージパーツは、ステープルのイメージ、パンチ穴のイメージ、中綴じのイメー
ジ、製本のイメージ、スタンプにより付加される画像のイメージ、媒体の凹凸により形成
される画像のイメージ、又は、微細なパンチ穴による画像のイメージの何れか一つである
ことを特徴とする請求項２記載の画像形成装置。
【請求項１３】
　画像を形成する媒体に対し、画像が形成された後の後処理を行う後処理手段を制御する
画像形成装置における仕上がりイメージ生成方法であって、
　画像が形成され前記後処理が行われた後の媒体の、仕上がりイメージを生成する仕上が
りイメージ生成ステップを有することを特徴とする仕上がりイメージ生成方法。
【請求項１４】
　前記仕上がりイメージ生成ステップは、前記画像、前記媒体の情報、及び、イメージパ
ーツに係るイメージパーツ情報を保持するイメージパーツ保持手段に格納された前記イメ
ージパーツ情報に基づき、前記仕上がりイメージを生成することを特徴とする請求項１３
記載の仕上がりイメージ生成方法。
【請求項１５】
　画像が形成される方向と前記媒体の搬送方向とが異なる場合に、
　前記搬送方向に応じて前記画像を回転する画像回転ステップを有し、
　前記仕上がりイメージ生成ステップは、前記仕上がりイメージ上の前記イメージパーツ
の位置を、前記画像の回転方向に応じて変更することを特徴とする請求項１４記載の仕上
がりイメージ生成方法。
【請求項１６】
　媒体の裏面に画像を形成する場合に、
　前記仕上がりイメージ生成ステップは、
　前記媒体の裏面に対応する仕上がりイメージ上の前記イメージパーツの位置を、媒体が
綴られる位置と前記画像が形成される方向とに応じて、定める裏面イメージパーツ位置決
定ステップを有することを特徴とする請求項１４記載の仕上がりイメージ生成方法。
【請求項１７】
　画像を形成する媒体に対し、画像が形成された後の後処理を行う後処理手段を制御する
画像形成装置における仕上がりイメージ生成プログラムであって、
　コンピュータを、
　画像が形成され前記後処理が行われた後の媒体の、仕上がりイメージを生成する仕上が
りイメージ生成手段として機能させることを特徴とする仕上がりイメージ生成プログラム
。
【請求項１８】
　前記仕上がりイメージ生成手段は、前記画像、前記媒体の情報、及び、イメージパーツ
に係るイメージパーツ情報を保持するイメージパーツ保持手段が保持する前記イメージパ
ーツに基づき、前記仕上がりイメージを生成することを特徴とする請求項１６記載の仕上
がりイメージ生成プログラム。
【請求項１９】
　画像を形成する媒体に対し、画像が形成された後の後処理を行う後処理手段を制御する
画像形成装置における仕上がりイメージ生成プログラムを格納した情報記録媒体であって
、
　コンピュータを、
　画像が形成され前記後処理が行われた後の媒体の、仕上がりイメージを生成する仕上が
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りイメージ生成手段として機能させることを特徴とする仕上がりイメージ生成プログラム
を格納したコンピュータに読み取り可能な情報記録媒体。
【請求項２０】
　前記仕上がりイメージ生成手段は、前記画像、前記媒体の情報、及び、イメージパーツ
に係るイメージパーツ情報を保持するイメージパーツ保持手段が保持する前記イメージパ
ーツに基づき、前記仕上がりイメージを生成することを特徴とする仕上がりイメージ生成
プログラムを格納した請求項１９記載の情報記録媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、画像形成装置、仕上がりイメージ生成方法、仕上がりイメージ生成プログラ
ム、及び、情報記録媒体に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、画像形成装置において媒体上に形成される画像のイメージを、形成前にオペ
レーションパネル等に表示し、操作者が確認することのできる画像形成装置の技術がある
。
【０００３】
　例えば、特開２００６－１２６４０１号公報（特許文献１）には、仕上がりイメージを
表示されたプレビュー画面において、操作者が画像の中からオブジェクトを選択等するこ
とにより、画像を編集した後、媒体上に形成して出力する画像形成装置の技術が開示され
ている。
【０００４】
　また、例えば、特開２００６－４１９４７号公報（特許文献２）には、表示されたプレ
ビュー画面に出力される画像に対する処理等の項目を表す動作を入力することで項目を指
示する画像形成装置の技術が開示されている。特許文献２は、さらに、入力された動作が
曖昧である場合や不適切である場合でも、認識スコアの高い項目をポップアップメニュー
として画面上に表示し、項目を指示することにより、仕上がりを表示した画像に対して操
作パネルで複雑な操作をすることなく、操作者が意図した入力をすることが可能になる。
【特許文献１】特開２００６－１２６４０１号公報
【特許文献２】特開２００６－４１９４７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、上記特許文献１に開示されている技術では、仕上がりイメージとして媒
体上に形成される画像を表示しているが、画像が形成された後に媒体に対して実行される
、「後処理」の表示については、考慮されていない。媒体に対して実行される後処理とは
、例えば、ステープル、パンチ穴、中綴じ、又は、製本等の綴り処理である。後処理は、
また、画像に所定のイメージを付加するスタンプ、媒体に凹凸をつけることにより表現さ
れるイメージとして例えばエンボス等の付加、又は、複数の微細な穴で表現されるイメー
ジの付加等の処理も含まれる。
【０００６】
　また、上記特許文献２に開示されている技術では、入力された動作が曖昧等の場合に、
動作ガイドとして、例えば、ステープル又はパンチ穴の動作を誘導する表示が行われてい
るが、実際に媒体に施されるステープル又はパンチ穴と、媒体に形成される画像の位置等
の表示については、考慮されていない。
【０００７】
　本発明は、上記の点に鑑みて、これらの問題を解消するために発明されたものであり、
媒体に施される後処理のイメージを画像とあわせてプレビュー表示する仕上がりイメージ
を生成することにより、操作者が詳細な仕上がりイメージを確認することのできる画像形
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成装置を提供することを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記目的を達成するために、本発明の画像形成装置は次の如き構成を採用した。
【０００９】
　本発明の画像形成装置は、画像を形成する媒体に対し、画像が形成された後の後処理を
行う画像形成装置であって、前記後処理を行う後処理手段を制御する制御手段と、画像が
形成され前記後処理が行われた後の媒体の、仕上がりイメージを生成する仕上がりイメー
ジ生成手段とを有する構成とすることができる。
【００１０】
　これにより、媒体に施される後処理のイメージを画像とあわせてプレビュー表示するた
めの仕上がりイメージを生成する画像形成装置を提供することができる。
【００１１】
　また、上記目的を達成するために、本発明の画像形成装置は、さらに、前記仕上がりイ
メージ生成手段が使用するイメージパーツに係るイメージパーツ情報を保持するイメージ
パーツ保持手段を有し、前記仕上がりイメージ生成手段は、前記画像、前記媒体の情報、
及び、前記イメージパーツ情報に基づき、前記仕上がりイメージを生成するように構成す
ることができる。
【００１２】
　これにより、仕上がりイメージに用いるイメージパーツに係る情報を保持する画像形成
装置を提供することができる。
【００１３】
　また、上記目的を達成するために、本発明の画像形成装置が有する前記イメージパーツ
保持手段は、前記イメージパーツ、及び、該イメージパーツの前記仕上がりイメージ上の
位置情報を保持するように構成することができる。
【００１４】
　これにより、イメージパーツとその位置情報とを保持する画像形成装置を提供すること
ができる。
【００１５】
　また、上記目的を達成するために、本発明の画像形成装置の前記イメージパーツ保持手
段が保持する前記位置情報は、前記イメージパーツの媒体上における基本位置及び該基本
位置に対して定められる調整値を含むように構成することができる。
【００１６】
　これにより、イメージパーツの基本位置と該基本位置からの調整値とを保持する画像形
成装置を提供することができる。
【００１７】
　また、上記目的を達成するために、本発明の画像形成装置は、さらに、前記調整値を入
力する調整値入力手段を有する構成とすることができる。
【００１８】
　これにより、調整値を入力する画像形成装置を提供することができる。
【００１９】
　また、上記目的を達成するために、本発明の画像形成装置は、さらに、画像が形成され
る方向と前記媒体の搬送方向とが異なる場合に、前記搬送方向に応じて前記画像を回転す
る画像回転手段を有し、前記仕上がりイメージ生成手段は、前記仕上がりイメージ上の前
記イメージパーツの位置を、前記画像の回転方向に応じて変更するように構成することが
できる。
【００２０】
　これにより、画像の回転に応じて、仕上がりイメージ上のイメージパーツの位置を変更
する画像形成装置を提供することができる。
【００２１】
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　また、上記目的を達成するために、本発明の画像形成装置は、さらに、媒体の裏面に画
像を形成する場合に、前記仕上がりイメージ生成手段は、前記媒体の裏面に対応する仕上
がりイメージ上の前記イメージパーツの位置を、媒体が綴られる位置と前記画像が形成さ
れる方向とに応じて、定めるように構成することができる。
【００２２】
　これにより、イメージパーツを含む仕上がりイメージを、媒体の裏面に画像を形成する
場合に対応させて生成する画像形成装置を提供することができる。
【００２３】
　また、上記目的を達成するために、本発明の画像形成装置は、さらに、前記仕上がりイ
メージを表示する仕上がりイメージ表示手段を有し、前記仕上がりイメージ生成手段は、
前記仕上がりイメージ表示手段に表示される前記仕上がりイメージが拡大又は縮小される
場合に、前記イメージパーツ及び前記位置情報を、拡大又は縮小の比率に対応させて変更
するように構成することができる。
【００２４】
　これにより、イメージパーツ含む仕上がりイメージの表示の拡大又は縮小に対応する画
像形成装置を提供することができる。
【００２５】
　また、上記目的を達成するために、本発明の画像形成装置は、さらに、前記イメージパ
ーツ保持手段は、前記後処理の種類毎に、前記イメージパーツ情報を保持するように構成
することができる。
【００２６】
　これにより、イメージパーツ情報を後処理の種類毎に保持する画像形成装置を提供する
ことができる。
【００２７】
　また、上記目的を達成するために、本発明の画像形成装置は、さらに、前記後処理の種
類を入力する後処理入力手段を有し、前記仕上がりイメージ生成手段は、前記後処理入力
手段に入力された後処理の種類に対応する前記イメージパーツ情報を選択するように構成
することができる。
【００２８】
　これにより、後処理入力手段より入力された後処理処理の種類に応じてイメージパーツ
情報を選択し、仕上がりイメージを生成する画像形成装置を提供することができる。
【００２９】
　また、上記目的を達成するために、本発明の画像形成装置は、さらに、当該画像形成装
置が起動された場合、又は、前記画像形成装置に新たな後処理手段が接続された場合に、
前記後処理手段が実行する後処理の種類を取得する後処理種類取得手段を有し、前記仕上
がりイメージ生成手段は、前記後処理の種類に対応した前記イメージパーツを選択するよ
うに構成することができる。
【００３０】
　これにより、後処理手段が実行する後処理の種類に応じてイメージパーツ情報を選択し
、仕上がりイメージを生成する画像形成装置を提供することができる。
【００３１】
　また、上記目的を達成するために、本発明の画像形成装置は、さらに、前記イメージパ
ーツは、ステープルのイメージ、パンチ穴のイメージ、中綴じのイメージ、製本のイメー
ジ、スタンプにより付加される画像のイメージ、媒体の凹凸により形成される画像のイメ
ージ、又は、微細なパンチ穴による画像のイメージの何れか一つであるように構成するこ
とができる。
【００３２】
　これにより、ステープラ、パンチ、中綴じ器、製本器、スタンプ器、エンボス器、又は
、微細穴によるイメージ生成器による処理の何れか一つに対応する仕上がりイメージを生
成する画像形成装置を提供することができる。
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【００３３】
　また、上記目的を達成するために、本発明の仕上がりイメージ生成方法は、画像を形成
する媒体に対し、画像が形成された後の後処理を行う後処理手段を制御する画像形成装置
における仕上がりイメージ生成方法であって、画像が形成され前記後処理が行われた後の
媒体の、仕上がりイメージを生成する仕上がりイメージ生成ステップを有する構成とする
ことができる。
【００３４】
　また、上記目的を達成するために、本発明の仕上がりイメージ生成方法は、さらに、前
記仕上がりイメージ生成ステップは、前記画像、前記媒体の情報、及び、イメージパーツ
に係るイメージパーツ情報を保持するイメージパーツ保持手段に格納された前記イメージ
パーツ情報に基づき、前記仕上がりイメージを生成するように構成することができる。
【００３５】
　また、上記目的を達成するために、本発明の仕上がりイメージ生成方法は、さらに、画
像が形成される方向と前記媒体の搬送方向とが異なる場合に、前記搬送方向に応じて前記
画像を回転する画像回転ステップを有し、前記仕上がりイメージ生成ステップは、前記仕
上がりイメージ上の前記イメージパーツの位置を、前記画像の回転方向に応じて変更する
ことように構成することができる。
【００３６】
　また、上記目的を達成するために、本発明の仕上がりイメージ生成方法は、さらに、媒
体の裏面に画像を形成する場合に、前記仕上がりイメージ生成ステップは、前記媒体の裏
面に対応する仕上がりイメージ上の前記イメージパーツの位置を、媒体が綴られる位置と
前記画像が形成される方向とに応じて、定める裏面イメージパーツ位置決定ステップを有
する構成とすることができる。
【００３７】
　また、上記目的を達成するために、本発明の仕上がりイメージ生成プログラムは、画像
を形成する媒体に対し、画像が形成された後の後処理を行う後処理手段を制御する画像形
成装置における仕上がりイメージ生成プログラムであって、コンピュータを、画像が形成
され前記後処理が行われた後の媒体の、仕上がりイメージを生成する仕上がりイメージ生
成手段として機能させる構成とすることができる。
【００３８】
　また、上記目的を達成するために、本発明の仕上がりイメージ生成プログラムは、さら
に、前記仕上がりイメージ生成手段は、前記画像、前記媒体の情報、及び、イメージパー
ツに係るイメージパーツ情報を保持するイメージパーツ保持手段が保持する前記イメージ
パーツに基づき、前記仕上がりイメージを生成するように構成することができる。
【００３９】
　また、上記目的を達成するために、本発明の情報記録媒体は、画像を形成する媒体に対
し、画像が形成された後の後処理を行う後処理手段を制御する画像形成装置における仕上
がりイメージ生成プログラムを格納した情報記録媒体であって、コンピュータを、画像が
形成され前記後処理が行われた後の媒体の、仕上がりイメージを生成する仕上がりイメー
ジ生成手段として機能させることを特徴とする仕上がりイメージ生成プログラムを格納し
た構成とすることができる。
【００４０】
　また、上記目的を達成するために、本発明の情報記録媒体は、さらに、前記仕上がりイ
メージ生成手段は、前記画像、前記媒体の情報、及び、イメージパーツに係るイメージパ
ーツ情報を保持するイメージパーツ保持手段が保持する前記イメージパーツに基づき、前
記仕上がりイメージを生成することを特徴とする仕上がりイメージ生成プログラムを格納
した構成とすることができる。
【発明の効果】
【００４１】
　本発明の画像形成装置によれば、媒体に施される後処理のイメージを画像とあわせてプ
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レビュー表示する仕上がりイメージを生成することにより、操作者が詳細な仕上がりイメ
ージを確認することのできる画像形成装置を提供することが可能になる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００４２】
　以下、本実施形態を図面に基づき説明する。　　
〔第一の実施の形態〕
　（本実施形態の複写機の構成の概略）
　図１は、本実施形態の画像形成装置の構成の概略を説明する図である。図１では、画像
形成装置として複写機を例に説明している。図１の複写機１は、スキャナ１０、操作ボー
ド（以下、「オペレーションパネル」という）２０、両面ドライブユニット３３、フィニ
ッシャ３４、給紙バンク３５、大容量給紙トレイ３６、及び、プリンタ１００を有する。
【００４３】
　スキャナ１０は、媒体等に形成された画像を光学的に読み取る手段である。オペレーシ
ョンパネル２０は、複写機１が実行するジョブの指示等を入力する手段と、複写機１の状
態を表示する手段とを含む。両面ドライブユニット３３は、媒体の裏面に画像を形成する
際に、媒体を反転させるための手段である。フィニッシャ３４は、画像が形成された媒体
に対して後処理を行う手段である。媒体に対して実行される後処理とは、例えば、ステー
プル、パンチ穴、中綴じ、又は、製本等の綴り処理がある。後処理は、また、画像に所定
のイメージを付加するスタンプ、媒体に凹凸をつけることにより表現されるイメージの付
加、又は、複数の微細な穴で表現されるイメージの付加等の処理でもよい。
【００４４】
　給紙バンク３５及び大容量給紙トレイ３６は、画像を形成するための媒体を格納する手
段である。プリンタ１００は、画像を形成するエンジン部である。
【００４５】
　なお、本発明の画像形成装置は、複写機に限らず、画像を媒体等に形成する機能を有す
る装置であればよい。
【００４６】
　（本実施形態の複写機の処理部の構成図）
　図２は、本実施形態の画像形成装置２の処理部の構成図である。図２の画像形成装置は
、ユーザインタフェース部２０１、コントロール部２０２、アプリケーションロジック部
２０３、デバイスサービス部２０４、デバイス部２０５、及び、クロスカット部２０６を
有する。
【００４７】
　ユーザインタフェース部２０１は、操作者からの指示等の入力を受け付け、また、操作
者に対して画像形成装置２の状態等を表示する機能を有し、通信サーバ２０７とローカル
ＵＩ２０８とを有する。通信サーバ２０７は、ネットワークを介して又は直接接続された
他の装置との通信を行い、他の装置から入力される指示を受信し、また、他の装置に画像
形成装置２の状態等を送信する。ローカルＵＩ部２０８は、例えば、画像形成装置２に直
接接続されたオペレーションパネルであって、操作者からの指示を受け付け、また、操作
者に対して画像形成装置２の状態等を表示する手段である。
【００４８】
　コントロール部２０２は、画像形成装置２が実行するジョブの制御を行う機能を有し、
パラメータ部２０９とアクティビティ部２１０とを有する。パラメータ部２０９は、画像
形成装置２が実行するジョブ等に係るパラメータを保持する手段であり、アクティビティ
部２１０は、画像形成装置２の各処理部の状態に基づき、ジョブを実行するための処理手
段等を選択し、それらの制御を行う手段である。
【００４９】
　アプリケーションロジック部２０３は、画像形成装置２が実行する画像に係る処理等を
実行する機能を有する手段を含む。アプリケーションロジック部２０３は、入力処理部２
１１、加工処理部２１２、出力処理部２１３、及び、データ管理部２１４を有する。
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【００５０】
　入力処理部２１１は、画像形成装置２に入力される画像のデータを、画像入力手段に対
応したフォーマットから、加工手段２１２が処理するフォーマットに変換する手段である
。入力処理部２１１は、また、画像形成装置２が有する画像入力手段毎に設けられていて
もよい。
【００５１】
　加工処理部２１２は、入力処理部２１１によって所定のフォーマットに変換されたデー
タに対し、例えば、回転、拡大、縮小等の画像処理を行う手段である。加工処理部２１２
は、実現する画像処理毎に設けられていてもよい。
【００５２】
　出力処理部２１３は、画像形成装置２が画像を出力する際に、画像出力手段に対応した
フォーマットに画像のデータを変換する手段である。出力処理部２１２は、また、画像形
成装置２が有する画像出力手段毎に設けられていてもよい。
【００５３】
　データ管理部２１４は、画像形成装置２が処理する画像のデータ等を格納又は管理する
手段である。データ管理部２１４は、例えば、ハードディスク装置の制御部として構成さ
れてもよい。
【００５４】
　デバイスサービス部２０４は、アプリケーションロジック部２０３とデバイス部２０５
との間の画像のデータのやりとりを介する機能を有する。デバイスサービス部２０４は、
また、アプリケーションロジック部２０３が有する処理手段の間の画像のデータのやりと
りを介してもよい。デバイスサービス部２０４は、例えば、メモリユニットとして構成さ
れる。
【００５５】
　デバイス部２０５は、画像形成装置２が有する画像入力手段、画像出力手段、記憶手段
、又は、通信手段を有する。デバイス部２０５は、デバイス２１７を有し、デバイス２１
７は、例えば、画像入力手段、画像出力手段、記憶手段、又は、通信手段である。デバイ
ス２１７は、例えば、機能を実現するハードウェア部と、そのハードウェアを制御する制
御部とを有する。デバイス２１７は、さらに、画像形成装置２が有するハードウェア毎に
対応している。
【００５６】
　クロスカット部２０６は、ユーザインタフェース部２０１からデバイス部２０５までの
各処理部から共同で使用される機能を有する。
【００５７】
　なお、コンピュータにより図２の構成を実現する場合には、図示しない記憶手段に格納
されている仕上がりイメージ生成プログラムを、図示しないコンピュータのＣＰＵが読み
出し、ＲＡＭ等に展開することに基づき、実行すればよい。仕上がりイメージ生成プログ
ラムが格納されている記憶手段は、画像形成装置２が有する図示しないハードディスクド
ライブ、ＲＯＭ等のメモリ、図示しないドライブに挿入することが可能なＤＶＤ等の光又
は磁気ディスク等である。
【００５８】
　（画像のデータと操作のコマンドのフロー）
　図３は、図２の画像形成装置２がコピーのジョブを行う場合の、画像のデータと操作の
コマンドのフローである。図３中、画像のデータの流れは、太矢印で記載され、操作のコ
マンドの流れは、細矢印で記載されている。また、処理部は矩形で記載され、画像のデー
タは、角丸矩形で記載されている。
【００５９】
　図３では、入力処理部２１１が、紙原稿からスキャナによって読み取られた画像のデー
タのフォーマットを、所定のフォーマットに変換し、入力画像を生成する。所定のフォー
マットとは、例えば、ＲＧＢ色空間で表現されるフォーマットでもよく、不可逆圧縮され



(10) JP 2008-70835 A 2008.3.27

10

20

30

40

50

てもよいが、圧縮されないフォーマットが好ましい。入力画像は、記憶領域に蓄積される
。
【００６０】
　次に、加工処理部２１２が、入力画像に対してコピーに対応した所定の処理を行い、出
力画像を生成する。所定の処理とは、例えば、色の補正等である。出力画像は、記憶領域
に蓄積される。なお、入力画像が蓄積される記憶領域と、出力画像が蓄積される記憶領域
とは、同じ記憶手段に設けられていてもよく、さらに、同じ記憶領域であってもよい。
【００６１】
　次に、出力処理部２１３が、出力画像のデータのフォーマットを、印刷処理に対応した
フォーマットに変換する。印刷処理に対応したフォーマットとは、例えば、ＣＭＹＫ空間
で表現されるデータのフォーマットである。ＣＭＹＫ空間で表現されるデータのフォーマ
ットに変換された画像のデータは、印刷処理により媒体上に形成され、出力される。
【００６２】
　一方、出力画像に対し、表示要素を追加し、ローカルＵＩ部２０８に表示するための処
理を施すことにより、仕上がりイメージが生成される。仕上がりイメージは、ローカルＵ
Ｉ部２０８に表示される。
【００６３】
　なお、仕上がりイメージが表示される手段は、ローカルＵＩ部２０８に限らず、通信サ
ーバ２０７により接続されたパーソナルコンピュータ等の装置が制御する表示装置であっ
てもよい。
【００６４】
　以上のコピーのジョブにおいて、コントロール部２０２は、各処理部の制御を行う。
【００６５】
　（本実施形態の画像形成装置の機能構成図）
　図４は、本実施形態の画像形成装置の機能構成を表した図である。図４の画像形成装置
３は、ユーザインタフェース部２０１ａ、コントロール部２０２ａ、アプリケーションロ
ジック部２０３ａ、デバイスサービス部２０４ａ、及び、デバイス部２０５ａを有する。
【００６６】
　なお、図２の画像形成装置２の各処理部と図４の画像形成装置３の各機能との対応は、
次の通りである。ユーザインタフェース部２０１は、ユーザインタフェース部２０１ａに
対応する。コントロール部２０２は、コントロール部２０２ａに対応する。アプリケーシ
ョンロジック部２０３は、アプリケーションロジック部２０３ａに対応する。デバイスサ
ービス部２０４は、デバイスサービス部２０４ａに対応する。デバイス部２０５は、デバ
イス部２０５ａに対応する。そこで、これらの機能の概略に係る説明は省略する。
【００６７】
　アプリケーションロジック部２０３ａは、本実施形態において、必ず使用される機能で
ある仕上がりイメージ生成手段７０を有する。アプリケーションロジック部２０３ａは、
また、イメージパーツ保持手段７１及び画像回転手段７２を有してもよい。
【００６８】
　仕上がりイメージ生成手段７０は、画像形成装置３が媒体上に形成する画像の仕上がり
イメージを生成する手段である。仕上がりイメージ生成手段７０は、出力処理部２１３に
含まれていてもよい。
【００６９】
　仕上がりイメージは、例えば、媒体の形状を表す矩形と、その矩形の中に形成される画
像とを有する。仕上がりイメージは、さらに、画像の形成の後に、後処理を行う場合に、
後処理によって媒体に形成される形態のイメージであるイメージパーツを含む。
【００７０】
　なお、媒体に対して行われる後処理とは、例えば、ステープル、パンチ穴、中綴じ、又
は、製本等の綴り処理がある。後処理は、また、画像に所定のイメージを付加するスタン
プ、媒体に凹凸をつけることにより表現されるイメージの付加、又は、複数の微細な穴で
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表現されるイメージの付加等の処理でもよい。
【００７１】
　イメージパーツは、例えば、ステープル処理の場合は、ステープルのイメージであり、
パンチ穴をあける処理の場合は、パンチ穴のイメージであり、中綴じを行う処理の場合は
、中綴じに用いられるステープル等のイメージであり、製本を行う処理の場合は、製本に
よって綴じられる媒体の辺を表すイメージである。
【００７２】
　イメージパーツは、また、例えば、スタンプの場合は、スタンプとして付加されるイメ
ージであり、媒体の凹凸で表現されるイメージの付加の場合は、その凹凸で表されるイメ
ージであり、複数の微細な穴で表現されるイメージの付加の場合には、その付加されるイ
メージである。
【００７３】
　仕上がりイメージ生成手段７０は、画像、媒体の情報、及び、イメージパーツに係る情
報に基づき、仕上がりイメージを生成する。なお、媒体の情報とは、例えば、媒体の形状
、大きさ、又は、媒体の搬送方向等である。
【００７４】
　また、イメージパーツに係る情報とは、例えば、イメージパーツ、及び、イメージパー
ツの仕上がりイメージ上の位置情報である。本実施形態では、イメージパーツに係る情報
をイメージパーツ情報という。
【００７５】
　イメージパーツ保持手段７１は、イメージパーツ情報を保持する手段である。イメージ
パーツ保持手段７１は、例えば、データ管理部２１４に含まれていてもよい。イメージパ
ーツ保持手段７１は、例えば、ハードディスクドライブの一部又は全体として構成されて
もよく、また、ＲＯＭ又はＲＡＭの一部又は全体として構成されてもよい。
【００７６】
　画像回転手段７２は、画像を形成する方向と、媒体が搬送される方向とが異なる場合に
、媒体が搬送される方向にあわせて、画像を回転させる手段である。画像回転手段７２に
よって画像が回転される場合には、仕上がりイメージ生成手段７０は、イメージパーツの
位置を、画像の回転方向に対応させて変更する。
【００７７】
　例えば、画像を形成する際に、後処理手段と媒体との相対的な位置関係を変更すること
ができない画像形成装置において、画像を形成する際にその画像が回転される場合に、仕
上がりイメージ中のイメージパーツの位置を、画像と反対方向に回転させることにより、
好適に配置する画像形成装置を提供することができる。
【００７８】
　また、例えば、画像を形成する際に、後処理手段と媒体との相対的な位置関係を変更す
ることができる画像形成装置では、画像を形成する際にその画像が回転される場合に、仕
上がりイメージ中のイメージパーツの位置を、変更しないことで、好適に配置する画像形
成装置を提供することができる。
【００７９】
　コントロール部２０２ａは、制御手段６０を有する。コントロール部２０２ａは、さら
に、後処理種類取得手段６１を有してもよい。制御手段６０は、画像形成装置３が実行す
るジョブに対応する処理部を選択し、それらの制御を行う手段である。制御手段６０は、
また、画像形成装置３が有する処理部の状態の取得等を行ってもよい。
【００８０】
　後処理種類取得手段６１は、画像形成装置３が起動された場合、又は、画像形成装置３
に新たに後処理手段が接続された場合に、画像形成装置３が有する後処理手段の種類を取
得する。これにより、後処理処理の種類に応じて、イメージパーツ情報を選択し、仕上が
りイメージを生成することができる。
【００８１】
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　ユーザインタフェース部２０１ａは、入力手段４０と表示手段５０とを有する。入力手
段４０は、画像形成装置３が実行するジョブの指示等を入力する手段である。入力手段４
０は、例えば、調整値入力手段４１及び後処理種類入力手段４２を有する。
【００８２】
　調整値入力手段４２は、イメージパーツの位置情報の調整値を入力する手段である。調
整値とは、例えば、画像形成装置毎に後処理が施される媒体上の位置が異なる場合に、基
本位置に対する補正値として用いられる値である。画像形成装置毎に後処理が施される媒
体上の位置が異なると場合は、例えば、画像形成装置の製造時に、組み付けられた複数の
装置間の相対的な位置のずれが生じることにより、後処理が施される位置が画像形成装置
毎に異なっている場合のことである。
【００８３】
　調整値入力手段４２は、また、後処理手段８０が後処理を施す位置の詳細な設定に対応
している場合に、基本位置からの変位として、調整値を入力してもよい。これにより、例
えば、後処理が綴り処理の場合に、綴り位置と画像が形成される位置とが重なるとき等に
、綴りの位置をずらす値を入力することができ、さらに、ずらした値を反映した仕上がり
イメージを生成する画像形成装置を提供することができる。
【００８４】
　表示手段５０は、画像形成装置３の状態等の表示を行う手段である。表示手段５０は、
仕上がりイメージ表示手段５１を有してもよい。仕上がりイメージ表示手段５１は、仕上
がりイメージ生成手段７０が生成した仕上がりイメージを表示する手段である。仕上がり
イメージ表示手段５１は、入力手段４０からの指示の入力等に対応して、拡大又は縮小さ
れた仕上がりイメージを表示してもよい。
【００８５】
　デバイス部２０５ａは、後処理手段８０及び画像形成手段８１を有する。後処理手段８
１は、媒体に対して後処理を行う手段であって、例えば、ステープラ、パンチ、中綴じ器
、又は、製本器等である。後処理手段は、また、画像に所定のイメージを付加するスタン
プ手段、媒体に凹凸をつけることにより表現されるイメージを付加するエンボス手段、又
は、複数の微細な穴で表現されるイメージを付加する微細穴イメージ付加手段等でもよい
。画像形成手段８１は、媒体上に画像を形成する手段であって、典型的には、プリンタで
ある。
【００８６】
　なお、図１におけるプリンタ１００は、画像形成手段８１に対応し、フィニッシャ３４
は、後処理手段８０に対応する。
【００８７】
　（仕上がりイメージの例）
　図５は、仕上がりイメージの表示の例である。図５は、表示手段５０が表示する画面３
０１に、仕上がりイメージ３０２が表示されている。図５は、表示手段５０と入力手段４
０とが一のオペレーションパネルとして構成される例である。そこで、入力手段４０とし
て、設定変更ボタン３０３、表示倍率変更ボタン３０４、及び、コピー開始ボタン３０５
が設けられている。
【００８８】
　仕上がりイメージ３０２は、画像「Ｒ」と、イメージパーツ３１１及び３１２を有する
。画像「Ｒ」は、画像形成手段８１によって形成される画像である。一方、イメージパー
ツ３１１及び３１２は、ステープルを表すイメージである。イメージパーツ３１１及び３
１２は、それぞれ、仕上がりイメージ上の所定の表示位置に配置されている。
【００８９】
　（イメージパーツ情報の例）
　図６は、イメージパーツ情報の例である。図６のイメージパーツ情報は、図５で使用さ
れているイメージパーツに対応している。図６では、媒体の上方にステープル処理を実行
することを示す「ステープル上」の情報に、２つのイメージパーツ情報である表示要素１



(13) JP 2008-70835 A 2008.3.27

10

20

30

40

50

及び表示要素２が対応づけられており、それぞれが、図５におけるイメージパーツ３１１
及び３１２に対応する。
【００９０】
　２つのイメージパーツ情報のそれぞれは、イメージパーツである画像データのファイル
名、媒体上に表示する際に基準となる位置、及び、媒体の縦又は横の表示位置を含む。画
像データのファイル名は、ステープルの画像データである「ＳｔａｐｌｅＩｍａｇｅ．ｊ
ｐｇ」である。基準位置は、「センター」であり、図５において、破点線で示されている
ように、仕上がりイメージにイメージパーツを配置する際に基準となる位置である。なお
、基準となる位置は、「センター」の他に、媒体の右端又は左端を表す「ｒｉｇｈｔ」又
は「ｌｅｆｔ」であってもよい。さらに、媒体の上端又は下端を表す「ｔｏｐ」又は「ｂ
ｏｔｔｏｍ」等を用いてもよい。
【００９１】
　なお、図５及び図６は、媒体の上方にステープル処理を行うイメージパーツ情報であり
、イメージパーツの上下方向の位置は、媒体の上端辺を基準とするため、上下方向の基準
位置は、イメージパーツ情報には含まれない。
【００９２】
　表示位置（縦）は、媒体の上下方向に対応するイメージパーツの位置である。図６の例
では、表示要素１の表示位置（縦）は、「１０ｍｍ」となっている。そこで、基準位置で
ある上端辺から１０ｍｍの位置に、ステープルイメージが配置される。
【００９３】
　一方、表示位置（横）は、媒体の左右方向に対応するイメージパーツの位置である。図
６の例では、表示要素１の表示位置（横）は、「１００ｍｍ」となっている。そこで、基
準位置である媒体の左右方向の中心である破点線から１００ｍｍの位置に、ステープルイ
メージが配置される。
【００９４】
　表示要素２については、表示要素１から容易に理解できるので、ここでは説明を省略す
る。
【００９５】
　（コピージョブにおける仕上がりイメージ生成の処理の例のフロー）
　図７は、コピージョブにおける仕上がりイメージ生成の処理を含む処理の例のフローで
ある。図７では、スキャナ１０によって読み取られた画像が、プリンタ１００から出力さ
れる前に、オペレーションパネル２０に仕上がりイメージが表示される。
【００９６】
　図７のステップＳ１１では、スキャナ１０によって原稿の画像が読み取られ、画像のデ
ータが生成される。ステップＳ１１に続いてステップＳ１２に進み、図示しない記憶手段
が、ステップＳ１１で生成された画像のデータを格納する。ステップＳ１２に続いてステ
ップＳ１３に進み、仕上がりイメージ生成手段７０が、媒体に画像が形成されたイメージ
である完成画像イメージを生成する。
【００９７】
　ステップＳ１３に続いてステップＳ１４に進み、制御手段６０が、入力手段４０等から
入力された指示に基づき、後処理の実行が選択されているか否かを判断する。後処理の実
行が選択されている場合は、ステップＳ１５に進み、後処理の実行が選択されていない場
合は、ステップＳ１６に進む。
【００９８】
　ステップＳ１４に続くステップＳ１５では、仕上がりイメージ生成手段７０が、仕上が
りイメージを生成する。ステップＳ１５に続いてステップＳ１６に進み、制御手段６０等
の指示によって、ステップＳ１５で生成された仕上がりイメージ又はステップＳ１３で生
成された完成画像イメージが、オペレーションパネル２０等に設けられている仕上がりイ
メージ表示手段５１に表示される。
【００９９】
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　ステップＳ１６に続いてステップＳ１７に進み、オペレーションパネル２０等に設けら
れている入力手段４０から、コピー実行の指示が入力された場合には、コピー実行の処理
に移行して終了し、画像又は後処理の変更等が入力された場合には、ステップＳ１３から
ステップＳ１６の処理を繰り返す。
【０１００】
　（仕上がりイメージ生成処理の詳細）
　図８は、図７のステップＳ１５における仕上がりイメージの生成処理の例の詳細なフロ
ーである。図８では、複数のイメージパーツを仕上がりイメージ上に配置する処理が行わ
れる。図８のステップＳ５０１では、イメージパーツに対するカウンタ（ｎ）を初期化し
、１とする。ステップＳ５０１に続いてステップＳ５０２に進み、仕上がりイメージに、
ｎ番目の表示要素であるイメージパーツを追加する。ステップＳ５０２に続いてステップ
Ｓ５０３に進み、仕上がりイメージ生成手段７０が、表示要素であるイメージパーツが、
全て追加されているか否かを判断する。全て追加されている場合には、ステップＳ１６に
進み、そうで無い場合には、ステップＳ５０２に進み、ステップＳ５０２からステップＳ
５０３の処理を繰り返す。
【０１０１】
　表示要素であるイメージパーツの数は、例えば、図５及び図６の例では２個である。
【０１０２】
　（イメージパーツの基本位置と調整値を説明する図）
　図９及び図１０は、イメージパーツの基本位置と調整値とを説明する図であって、綴り
処理であるステープル処理の例である。図９は、イメージパーツが仕上がりイメージ上に
配置されていることを説明する図である。図９の例では、画像「ＲＲＲ」が、媒体上に形
成された場合の仕上がりイメージに、イメージパーツ３１１ａ及び３１２ａが配置されて
いる。
【０１０３】
　図１０は、イメージパーツ３１１ａ及び３１２ａを含むイメージパーツ情報の例である
。図１０の例は、図６の例と略同一であるが、表示要素１及び２の表示位置（縦）及び表
示位置（横）の情報に、数値の他に、数値に加えられる変数が記載されている。基準位置
と、表示位置（縦）及び表示位置（横）の数値によって定められる位置が、イメージパー
ツの基本位置であり、数値に加えられる変数が調整値である。
【０１０４】
　図９に戻り、イメージパーツ３１１ａ及び３１２ａは、それぞれ、基本位置から、横方
向にα又はβ、縦方向にγ又はθだけ、位置が変更されている。これにより、例えば、画
像形成装置又は後処理手段の機種毎に定められる基本位置からずれている、製造された画
像形成装置毎に異なる実際の後処理を施す位置を、仕上がりイメージに反映させることが
できる。調整値は、例えば、メンテナンスモードにおいて、画像形成装置３のメンテナン
スを行う管理者が、基本位置とのずれとして調整値を、調整値入力手段４１から入力して
もよい。
【０１０５】
　さらに、後処理手段８０が、後処理を行う位置を精細に定めることができる場合には、
操作者が、調整値入力手段４１から、調整値を入力することにより、媒体上の画像と後処
理位置との相対的な位置を好適に定めることができる。
【０１０６】
　（画像を回転して出力する場合の仕上がりイメージ）
　図１１及び図１２は、画像が回転されて出力される場合の、仕上がりイメージを説明す
る図である。例えば、画像が形成される方向が媒体の長辺方向であるのに対し、媒体の搬
送方向が媒体の短辺方向である場合に、画像回転手段７３が画像を回転させる。
【０１０７】
　図１１（Ａ）は、入力画像のイメージである。図１１（Ａ）の入力画像がコピーによっ
て出力される場合には、出力画像は、媒体の長辺方向に形成されることが求められる。図
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１１（Ｂ）は、給紙バンク３５の「Ａ４縦」のトレイから、媒体を取得して画像を形成す
る場合の仕上がりイメージの例である。図１１（Ｂ）では、媒体の上方である短辺にイメ
ージパーツ３１１ｂ及び３１２ｂが配置され、さらに、秘密文書を表す「秘」を含むイメ
ージと、文書の作成者又は閲覧者等を表す「松田」を含むイメージとが追加されている。
【０１０８】
　一方、図１１（Ｃ）は、給紙バンク３５の「Ａ４横」のトレイから、媒体を取得して画
像を形成する場合の仕上がりイメージの例である。図１１（Ｃ）では、媒体の搬送方向が
、図１１（Ｂ）とは異なるため、画像が９０度右に回転されて出力される。しかし、後処
理手段８０のうち、綴り手段は、媒体の搬送方向に対して固定されているために、図１１
（Ｃ）では、媒体の長辺に綴り処理が施される。一方、秘密文書を表す「秘」を含むイメ
ージと、文書の作成者又は閲覧者等を表す「松田」を含むイメージとは、後処理手段の方
向が、媒体の搬送方向に応じて変更される仕様であるため、画像と同方向に回転している
。
【０１０９】
　図１１（Ｃ）から明らかなように、後処理手段と搬送方向との相対的な方向を変更させ
る場合と、そうではない場合とで、異なる仕上がりイメージが生成される。
【０１１０】
　図１２は、図１１（Ｃ）のうち、綴り処理が行われる場合の、仕上がりイメージの例で
ある。図１２は、図５の例と略同一であるが、イメージパーツの位置が、図５とは異なり
、媒体の長辺である横方向に配置されている。
【０１１１】
　図１１で説明したように、搬送される媒体の向きによって綴り位置が異なる場合には、
図１２のように仕上がりイメージを表示することにより、操作者に、綴り位置を含めた仕
上がりイメージを好適に提供することができる。
【０１１２】
　（画像の回転を含む仕上がりイメージ生成の処理の例の詳細）
　図１３は、図７におけるステップＳ１５の処理の例であって、画像の回転を含む仕上が
りイメージ生成の処理の例の詳細なフローである。図１３のステップＳ５１１では、イメ
ージパーツに対するカウンタ（ｎ）を初期化し、１とする。
【０１１３】
　ステップＳ５１１に続いてステップＳ５１２に進み、仕上がりイメージ生成手段７０が
、制御手段６０からの通知等に基づき、印刷の際に画像の回転が行われるか否かを判断す
る。画像の回転が行われる場合には、ステップＳ５１３に進み、画像の回転が行われない
場合には、ステップＳ５１４に進む。ステップＳ５１２に続くステップＳ５１３では、仕
上がりイメージ生成手段７０が、仕上がりイメージを生成する際に、画像を回転させて、
媒体の形状を表す矩形等に付加する。
【０１１４】
　ステップＳ５１３又はステップＳ５１２に続いてステップＳ５１４に進み、仕上がりイ
メージ生成手段７０が、仕上がりイメージに、ｎ番目の表示要素であるイメージパーツを
追加する。ステップＳ５１４に続いてステップＳ５１５に進み、仕上がりイメージ生成手
段７０が、表示要素であるイメージパーツが、全て追加されているか否かを判断する。全
て追加されている場合には、ステップＳ１６に進み、そうで無い場合には、ステップＳ５
１６に進む。ステップＳ５１６では、カウンタに対して１を加算し、さらに、ステップＳ
５１４からステップＳ５１５の処理を繰り返す。
【０１１５】
　なお、図１３のフローでは、媒体の形状と搬送方向とをあわせるように、仕上がりイメ
ージを生成しているが、例えば、媒体の形状が、常に長辺を縦方向とするように仕上がり
イメージを生成してもよい。その場合は、仕上がりイメージ上の画像である画像要素は回
転処理を行わず、イメージパーツが配置される位置が、画像の回転方向と逆の方向に回転
した位置となる。図１２の仕上がりイメージの表示例は、イメージパーツの位置が回転さ



(16) JP 2008-70835 A 2008.3.27

10

20

30

40

50

れた場合の例である。
【０１１６】
　（両面印刷を行う場合の仕上がりイメージの説明）
　図１４から図１６は、両面印刷を行う場合の仕上がりイメージを説明する図である。両
面印刷の場合に、表面の仕上がりイメージと裏面の仕上がりイメージとで異なる後処理に
は、綴り処理がある。そこで、図１４から図１６では、綴り処理について説明する。
【０１１７】
　図１４は、綴られた媒体が上下方向に開くように行う両面印刷であり、図１５は、綴ら
れた媒体が左右方向に開くように行う両面印刷である。
【０１１８】
　図１４の表面に対応する仕上がりイメージは、片面に印刷する場合の仕上がりイメージ
と同一であり、仕上がりイメージ３０２に、イメージパーツ３１３が追加されている。一
方、裏面に対応する仕上がりイメージは、イメージパーツ３１４の位置が、表面とは異な
り、画像の下方向になるように配置されている。すなわち、媒体上では、上下方向に開く
ように綴られる場合の裏面の画像は、表面の画像に対して上下が反転している。
【０１１９】
　図１５の表面に対応する仕上がりイメージは、図１４の表面に対応する仕上がりイメー
ジと同一であるが、図１５の裏面に対応する仕上がりイメージは、図１４の裏面に対応す
るイメージとは異なり、イメージパーツ３１５の位置が、画像の右方向になるように配置
されている。すなわち、媒体上では、左右方向に開くように綴られる場合の裏面の画像は
、表面の画像と同じ向きに形成される。
【０１２０】
　図１４及び図１５より明らかなように、両面に印刷が行われる場合の裏面のステープル
に対応するイメージパーツの位置は、媒体を開く際に固定される辺に平行かつ媒体の中心
を通る線を中心に、対称となる位置である。なお、媒体を開く際に固定される辺とは、上
下方向に開く場合には、例えば、上辺であり、左右方向に開く場合には、例えば、左辺で
ある。
【０１２１】
　なお、実際に画像を形成する場合には、媒体の表面に画像を形成した後に、裏面に画像
を形成する。その際に、媒体を反転させるため、上下方向が逆になる。従って、上下方向
に開くように綴られる場合は、画像はそのままの方向で形成されるが、左右方向に開くよ
うに綴られる場合は、画像を上下反転させて形成する。
【０１２２】
　（両面印刷を行う場合の仕上がりイメージ生成の処理の例の詳細）
　図１６は、図７におけるステップＳ１５の処理の例であって、両面印刷を行う場合の仕
上がりイメージ生成の処理の例の詳細なフローである。図１６のステップＳ５２１では、
イメージパーツに対するカウンタ（ｎ）を初期化し、１とする。
【０１２３】
　ステップＳ５２１に続いてステップＳ５２２に進み、仕上がりイメージ生成手段７０が
、制御手段６０からの通知等に基づき、印刷の際に画像の回転が行われるか否かを判断す
る。画像の回転が行われる場合には、ステップＳ５２３に進み、画像の回転が行われない
場合には、ステップＳ５２４に進む。ステップＳ５２２に続くステップＳ５２３では、仕
上がりイメージ生成手段７０が、ｎ番目の表示要素であるイメージパーツの位置を、画像
の回転方向と反対方向に回転するように変更する。
【０１２４】
　ステップＳ５２３又はステップＳ５２２に続いてステップＳ５２４に進み、仕上がりイ
メージ生成手段７０が、両面印刷等における媒体の裏面に形成される画像に対応する仕上
がりイメージか否かを判断する。裏面の場合は、ステップＳ５２５に進み、裏面ではない
場合は、ステップＳ５２８に進む。
【０１２５】
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　ステップＳ５２４に続くステップＳ５２５では、仕上がりイメージ生成手段７０が、綴
られた媒体が上下方向に開くように行う両面印刷か否かを判断する。上下方向に開くよう
に行われる両面印刷の場合には、ステップＳ５２６に進み、そうでない場合には、ステッ
プＳ５２７に進む。
【０１２６】
　ステップＳ５２５に続くステップＳ５２６では、仕上がりイメージ上の、ｎ番目の表示
要素であるイメージパーツの位置を、媒体が搬送される進行方向を上として、下に対応す
る位置に変更する。一方、ステップＳ５２５に続くステップＳ５２７では、ｎ番目の表示
要素であるイメージパーツの位置を、媒体が搬送される方向に向かって右に対応する位置
に変更する。
【０１２７】
　ステップＳ５２４、ステップＳ５２６、又は、ステップＳ５２７に続く、ステップＳ５
２８では、仕上がりイメージ生成手段７０が、仕上がりイメージの画像に加えて、ｎ番目
の表示要素であるイメージパーツを、ステップＳ５２２からステップＳ５２６又はステッ
プＳ５２７で変更された位置に、追加する。
【０１２８】
　ステップＳ５２８に続いてステップＳ５２９に進み、仕上がりイメージ生成手段７０が
、全ての表示要素を追加したか否かを判断する。全ての表示要素の追加が終了していれば
、ステップＳ１６に進み、追加されていない表示要素が残っている場合には、ステップＳ
５３０に進む。ステップＳ５３０では、仕上がりイメージ生成手段７０が、表示要素であ
るイメージパーツのカウンタに対して１を加算し、ステップＳ５２２に進む。ステップＳ
５２２からステップＳ５２８の処理を、表示要素であるイメージパーツの数だけ繰り返す
ことにより、仕上がりイメージにイメージパーツを追加することができる。
【０１２９】
　（綴り手段のバリエーション）
　図１７から図１９は、後処理の例の説明であって、様々な綴り処理に対応した仕上がり
イメージの例である。図１７（Ａ）は、パンチ穴をあける綴り処理に対応した仕上がりイ
メージの例であって、二穴パンチである後処理装置Ａに対応した例である。図１７（Ｂ）
は、図１７（Ａ）の仕上がりイメージに対応したイメージパーツ情報であって、二つのパ
ンチ穴のそれぞれに対応した表示要素１及び２が含まれている。パンチ穴のイメージパー
ツのファイル名は「ＰａｎｃｈＩｍａｇｅ．ｊｐｇ」である。基準位置、表示位置（縦）
及び表示位置（横）は、図６と同一であるので、ここでは説明を省略する。
【０１３０】
　図１８（Ａ）は、四穴パンチである後処理装置Ｂに対応した仕上がりイメージの例であ
る。図１８（Ｂ）は、図１８（Ａ）の仕上がりイメージに対応したイメージパーツ情報で
あって、四つのパンチ穴のそれぞれに対応した表示要素１から４が含まれているが、パン
チ穴のイメージパーツは、二穴パンチと同じファイルである「ＰａｎｃｈＩｍａｇｅ．ｊ
ｐｇ」である。
【０１３１】
　図１９（Ａ）は、二穴パンチに対応した仕上がりイメージの、図１７とは異なる例であ
って、二穴パンチをリングで綴じることを表すイメージパーツが追加された例である。操
作者は、パンチ穴があけられた媒体をリング等で綴じることが多いため、リングのイメー
ジにより、操作者が、より好適に仕上がりイメージを確認することができる。図１９（Ｂ
）は、図１９（Ａ）の仕上がりイメージに対応したイメージパーツ情報である。図１９（
Ｂ）は、イメージパーツのファイル名が「ＲｉｎｇＩｍａｇｅ．ｊｐｇ」となっており、
図１７（Ｂ）とは異なっているが、他の要素は同一である。
【０１３２】
　（コンピュータの構成）
　図２０は、本実施形態の画像形成装置を実現するコンピュータの構成図である。図２０
のコンピュータは、主処理部４００、入力デバイス４１０、表示装置４２０、プリンタ４
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３０、スキャナ４４０、及び、ＨＤＤ４９０を有する。主処理部４００は、コンピュータ
の機能を実現する主たる部分であり、ＣＰＵ４０１、ＲＯＭ４０８、及び、ＲＡＭ４０９
を有する。ＣＰＵ４０１は、仕上がりイメージ生成プログラムをＲＯＭ４０８等から読み
出し、ＲＡＭ４０９に展開することにより、本発明の仕上がりイメージ生成プログラムを
実行する。ＲＯＭ４０８は不揮発性のメモリであり、仕上がりイメージ生成プログラム等
のＣＰＵ４０１によって実行されるプログラム、及び、画像形成装置の制御に必要なパラ
メータ等を保持する。ＲＡＭ４０９は、ＣＰＵ４０１が処理を行う際の、ワークメモリで
ある。
【０１３３】
　入力デバイス４１０は、例えば、キーボード等であり、操作者が指示の入力を行う際に
使用する。表示装置４２０は、コンピュータの状態等の表示を行う。プリンタ４３０は、
画像を媒体に形成して出力する装置であり、スキャナ４４０は、媒体上に形成された画像
を光学的に読み取る装置である。ＨＤＤ４９０は、画像のデータ等の大容量のデータを格
納する。
【０１３４】
　本発明の仕上がりイメージ生成プログラムは、ＨＤＤ４９０、又は、ＲＯＭ４０８に格
納される他に、その他図示しないドライブ装置に挿入可能な記録媒体に格納されていても
よい。
【０１３５】
　以上、発明を実施するための最良の形態について説明を行ったが、本発明は、この最良
の形態で述べた実施の形態に限定されるものではない。本発明の主旨をそこなわない範囲
で変更することが可能である。
【図面の簡単な説明】
【０１３６】
【図１】本実施形態の画像形成装置の構成図。
【図２】本実施形態の画像形成装置の処理部の構成図。
【図３】本実施形態の画像形成装置によるコピー処理の例。
【図４】本実施形態の画像形成装置の機能構成図。
【図５】本実施形態の画像形成装置による仕上がりイメージの例。
【図６】本実施形態の画像形成装置が有するイメージパーツ情報の例。
【図７】仕上がりイメージ生成の処理の例のフロー。
【図８】仕上がりイメージ生成の処理の例の詳細のフロー。
【図９】イメージパーツの基本位置とその調整値とを説明する図。
【図１０】調整値を含むイメージパーツ情報の例。
【図１１】画像を回転して出力する場合の仕上がりイメージを説明する図。
【図１２】回転された画像の仕上がりイメージの例。
【図１３】画像の回転を含む仕上がりイメージ生成の処理の例の詳細のフロー。
【図１４】上下方向に開くための両面印刷を説明する図。
【図１５】横方向に開くための両面印刷を説明する図。
【図１６】両面印刷を行う場合の仕上がりイメージ生成の処理の例の詳細のフロー。
【図１７】パンチ穴による綴り処理の仕上がりイメージとイメージパーツとを説明する図
（その１）。
【図１８】パンチ穴による綴り処理の仕上がりイメージとイメージパーツとを説明する図
（その２）。
【図１９】パンチ穴による綴り処理の仕上がりイメージとイメージパーツとを説明する図
（その３）。
【図２０】本実施形態の画像形成装置を実現するコンピュータの構成図
【符号の説明】
【０１３７】
　　１　複写機
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　１０　スキャナ
　２０　操作ボード
　３３　両面ドライブユニット
　３４　フィニッシャ
　３５　給紙バンク
　３６　大容量給紙トレイ
　４０　入力手段
　４１　調整値入力手段
　４２　後処理種類入力手段
　５０　表示手段
　５１　仕上がりイメージ表示手段
　６０　制御手段
　６０　後処理種類取得手段
　７０　イメージ生成手段
　７１　イメージパーツ保持手段
　７２　画像回転手段
　８０　後処理手段
　８１　画像形成手段
１００　プリンタ
２０１、２０１ａ　ユーザインタフェース部
２０２、２０１ａ　コントロール部
２０３、２０３ａ　アプリケーションロジック部
２０４、２０４ａ　デバイスサービス部
２０５、２０５ａ　デバイス部
２０６　クロスカット部
２０７　通信サーバ
２０８　ローカルＵＩ
２０９　パラメータ保持部
２１０　アクティビティ取得部
２１１　入力処理部
２１２　加工処理部
２１３　出力処理部
２１４　データ管理部
２１７　デバイス
３０１　表示画面
３０２　仕上がりイメージ
３０３　設定変更ボタン
３０４　表示倍率変更ボタン
３０５　コピー開始ボタン
３１１、３１１ａ、３１１ｂ、３１１ｃ　ステープルイメージ（右）
３１２、３１２ａ、３１２ｂ、３１２ｃ　ステープルイメージ（左）
３１３、３１４、３１５　ステープルイメージ（斜め）
３１６、３１７　パンチ穴イメージ
３１８　リング止めイメージ
４００　コンピュータの主処理部
４０１　ＣＰＵ
４０８　ＲＯＭ
４０９　ＲＡＭ
４１０　入力デバイス
４２０　表示装置
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４３０　プリンタ
４４０　スキャナ
４９０　ＨＤＤ

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】

【図１５】
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【図１６】 【図１７】

【図１８】 【図１９】
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【図２０】
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